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１ 登録について
大会申込時までに、必ず連盟に登録を済ませること。（一部大会を除く）

２ 大会申込について
（１） 電子メールを使ってクラブ単位に大会申込を行うこと。（市町村対抗戦は市町村単位で申込むこと）

大会申込専用のエクセルファイルをメールに添付して下記アドレスへ申込む。

（申込専用のエクセルファイルは、毎年更新されるので、必ず県連盟ホームページより

最新版のファイルをダウンロードしてご使用下さい。）

必要事項を入力の上ファイル名は[〇〇〇 クラブ(市町村) ○○○大会申込.xls] とすること。

メールの件名にはクラブ名と大会名を記入して下さい。（迷惑メールと差別化したい。）

ファイルへの入力は、ファイルの記入例（ファイル内の別タブ）を参照して不備が'無い様お願い致します。

注） 申込エクセルファイルの参加一覧シートは間違いの無い様に入力して下さい。

大会の申込は、原則として１大会１ファイルとすること。

受領確認の返信メールを県連事務局より送信致します。

返信メールが届かない場合は県連事務局までご連絡下さい。

大会申込専用アドレス

s.sta.taikai@mbr.nifty.com　（s.sta@nify.comには送付しないこと！）

参加費について

郵便振替で下記県連盟事務局の指定口座に申込期日までに振込んで下さい。

振込先　

　　※注意 電信扱いの振込は不可とする。（間違いが多いので注意して下さい）

　　①大会用の振替口座

　　　加入者名 ソフトテニス県内大会

　　　口座番号 ００１６０－１－３９３８９０

　　②ゆうちょ銀行の払込取扱票の通信欄へは、送金内容（団体名、大会名、申込数）を記載する。

　　※記入例を参照下さい。

（２） 大会参加費は、いかなる場合も返金できません。

３ 技術等級について
（１） 無級で大会参加した選手は、必ず技術等級の申請を行うこと。

（２） 申請は大会終了後、速やかに大会会場等で行うこと。

（３） 大会成績に基づいて、当該大会終了後１年以内に申請のあった者を認定する。

（技術等級制度規程第４条認定方法）

（４） 選手権大会と同等レベルの大会は、選手権大会の認定基準により認定できる。

なお、同等レベルの大会は、関東予選、国体一次予選、県南・県北選手権、全日本社会人予選、

全日本選手権予選、県選手権大会とする。

（５） 郡・市支部の大会は、郡・市選手権大会の認定基準により申請できる。

４ 推薦について
（１） ［本大会推薦－すでに出場権のある選手］（各本大会の要項参照）

　　a)全日本選手権

　　b)全日本社会人選手権

　　c)全日本シングルス選手権

　　d)全日本ミックス選手権

　　e)関東選手権大会　（全 種 別）

◎実施要項概要　必ずお読み下さい！◎

※レディースとジュニアの各大会は除く。



［会長推薦］各県予選会申込時点に参加申込と参加費が必要です。

（２）

※予選会と本大会申込はエクセルファイルが別になっていますので、注意して下さい。

推薦 予選会参加費

本大会推薦 －

会長推薦 必要

（ただし、申込の無い場合は［推薦］扱いにはなりません。）

※ 各県予選会１位相当のランキングポイントが与えられます。

５ 各県予選会への参加について

６ 大会におけるゼッケンの着用義務について
（１） 埼玉県連盟主催の大会には指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

（２） ゼッケンの規格は、日本連盟規格に準じます。下記、日本連盟のＷＥＢページをご参照下さい。

http://www.jsta.or.jp/wp-content/uploads/event/uniform_number.pdf

（３） 小学連／中学連／高校生の主催大会においては、ゼッケンの規格を含め、

それぞれの規定に準じて下さい。

但し、上記、小学生／中学生／高校生の選手に於いても、一般の県連主催

大会に参加する場合は、一般の規格に準じたゼッケンの着用が義務付けら

れますので、ご注意下さい。

（注） 未登録者の「所属名」は、「フリー」とする。県外大会はお問い合わせ下さい。

（注） ユニホームへのプリントは認めない。

（注） 手書きのゼッケンは、認めない。

・ Ｂ５版  白の台布に黒文字で記入  （ゴシック体 太文字で明記）

・ 上段 １／４に都道府県名、学連（都府県の記載なし）  <参考フォントｻｲｽﾞ＝１２０>

・ 中段 ２／４に 姓（苗字）  <参考フォントｻｲｽﾞ＝２００>

・ 下段 １／４に 所属名（企業名・クラブ・学校名）  <参考フォントｻｲｽﾞ＝１００>

７ ウェアに関する特例
１． オーバーウエア及び長袖スポーツシャツ、セーター等の着用については、大会主催者が認める場合のみ

着用可能とするが、ゼッケンは最上衣服に貼付すること。

２． アンダーウエア（長袖を含む）及びスパッツの着用については、単色の製品を原則とする。

３． その他

（１）製造メーカー

　　　　　　　企業名、商標のロゴ等は２０㎠内のものを、各製品それぞれ２箇所以内の表示とする。

［大会推薦選手］はメール申込にて必要事項を入力の上ファイル名は[〇〇〇 クラブ(市町村) ○○○大会
本大会申込.xls] とすること。）

本大会参加費 本大会の申込

必要 必要

所  属  名 フリー

必要 必要

本大会出場資格を取得した選手は必ず大会当日会場にて参加申し込みを参加料の支払いとともに行うこ
と。

都道府県名 都道府県名

姓（苗字） 姓（苗字）



　　　　　　　ただし、シューズについては箇所の制限をしない。

（２）ユニフォーム広告等

　　　　　　①スポンサー広告

　　　　　　　　スポンサーの企業名、商標のロゴ等の広告を表示する場合は１広告につき４０㎠

　　　　　　　　以内とする。

　　　　　　②登録団体名

　　　　　　 　 団体名（ロゴ・校章含む）の表示については、 シャツ（ワンピース含む）が

　　　　　　 　 １表示１３０㎠以内 パンツ・スコート等は４０㎠以内とする。

８ 埼玉県ランキング選手の選定
各選手権大会および下記大会の成績をもとにポイント制を導入して県ランキング順位を決定する。

埼玉県ランキング選手は当該年度における本連盟が主催する大会での成績が優秀なもので

原則として各種別各１０ペア/選手以内とする。

ランキング選手順位決定の基準

１位 ２位 Best ４ Best ８
Best １６
（一般）

240 120 80 40 20

160 80 60 30 10

80 40 30 15 5

９ 選手変更について
個人戦における選手変更が認められる条件は、下記のとおりとする。ただし出場ペアの2人とも出場しない場合

又、他種別への移動およびシングルスはいかなる理由があっても選手変更は認められない。

県内大会・県外大会

組合せ決定後の選手変更は原則として認められないが、次の場合に限り変更を認めることがある。

（１） 開会日(開会式)前にあらかじめ理由を付し支部長又はクラブ長の承諾を得て変更届の提出があった場合。

（２） 参加申込ペアのうち1人に支障が出た際に支障のない選手が同条件の選手とペアを組んで出場する場合。

※ただし、同一種別に限ることとし、いずれの組合せに配置するかは、競技委員長が決める。

（３） 変更届の用紙は別表の様式とする。なお申込んだ種別の変更はできない。(別表１)

（注） 大会の申し込み後に棄権する場合は、県連事務局まで届け出ること

大  会  名

埼玉県総合選手権
埼玉県３５・４５選手権
埼玉県シニア選手権
埼玉県ミックス選手権

全日本選手権予選
春季シニア選手権・
全日本社会人予選
全日本ミックスダブル
ス選手権県予選
関東選手権予選

埼玉県南・県北選手権



１０ 広報活動について
主催している大会、行事等にて広報用に撮影された写真・映像等の活用と権利については当連盟に

帰属します。

（注） 会場で撮影された動画・静止画をSNSへ投稿する場合は被写体となる選手(チーム)の承諾が

必要です。承諾を得ずに掲載した場合は、匿名による投稿であっても法的手続きにより

投稿者が特定され、損害賠償請求等の対象になる可能性があります。

１１ その他の注意事項 
（１） 公認審判員ワッペンおよびイエローカードを携行し、審判を担当 するときはワッペンを左胸に着用すること。

（２） プレーヤーが作為的に大会要項に違反した場合は、

プレーヤー又は所属チームを失格とし１年間の県内大会の出場を失う場合がある。





別表１

    埼玉県ソフトテニス連盟会長　殿

  　    年     　月    　 日

支部名

プログラム№

４月１日現在 　　       年　　    月　　    日

変　　更 許　 　　可 埼玉県ソフトテニス連盟競技委員長

不　許　可

※変更選手は、当日必ず会員登録証(登録会員)・公認審判員ワッペンとイエローカードを携行す ること。

変　　 　 　　更　　 　 　　届

支部長名
または

クラブ長名

大　　　会　　　名

種　　　　　　　　別

所  属  団  体  名

変    更    理    由

　（   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）級　　   有効期限（                     年   ３月　　）
（出場資格種別）

満　　　　   歳

公認審判員制度

生年月日と満年齢

（出場資格種別）

　(　   　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　)級　　　　　　

申  込  選  手  名

変  更  選  手  名

会 員 登 録 番 号

技 術 等 級 制 度

（出場資格種別）

印



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

4/2 日 関東選手権大会県予選会 35・45・シニア全種別 くまがやドーム

4/4 火 県南選手権 男子 天沼テニス公園

県南選手権 男子 大宮第二公園

4/5 水 県南選手権 女子 天沼テニス公園

県南選手権 女子 大宮第二公園

県北選手権 女子 くまがやドーム

4/6 金 県北選手権 男子 くまがやドーム

4/9 日
4/9  関東オープン大会（一般女子）
埼玉県･狭山市智光山公園

4/9 関東オープン大会（50女/55女/60女/
65女/70女/75女/一男1部）千葉県白子町

4/9 関東オープン大会（50男/55男/60男/
65男/70男/75男）　茨城県　神栖市

4/12 水 4/27 木 春季レディース大会 全種別 大宮第二公園

4/16 日 関東選手権大会県予選会 一般男女 くまがやドーム 県北中学生ソフトテニス大会（女子） 東松山庭球場
4/16 関東オープン大会(男35/男45)
東京都　光が丘

4/16 関東オープン大会(一男2部/女35
/女45)　東京都　駒沢

4/17 月 関東東部予選 男子個人 大宮第二公園

4/18 火 関東南部予選（１日目） 男子個人 天沼テニス公園

関東南部予選（１日目） 女子個人 大宮第二公園

4/19 水 関東南部予選（２日目） 男子個人 天沼テニス公園

関東南部予選（２日目） 女子個人 大宮第二公園

4/20 木
（関東南部予選（１日目）  予備日）
女子個人

大宮第二公園

4/21 金 関東東部予選 男子女子個人 大宮第二公園

（関東南部予選 予備日） 男子個人 天沼テニス公園

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

4/22 土 関東東部予選（予備日） 久喜市総合運動公園 県南中学生ソフトテニス大会（男子） くまがやドーム

関東北部予選男子個人１次 男子個人 熊谷さくら

関東西部予選女子個人１次 女子個人 川越運動公園

関東西部予選男子個人１次 男子個人 智光山公園

4/23 日 関東西部予選女子個人２次 女子個人 川越運動公園 県北中学生ソフトテニス大会（男子） 中学生 東松山庭球場

関東西部予選男子個人２次 男子個人 智光山公園 県南中学生ソフトテニス大会（女子） 中学生 くまがやドーム

4/24 月 （関東東部予選  予備日） 大宮第二公園

（関東北部予選男子個人１次  予備日）
男子個人

熊谷さくら

（関東西部予選女子個人１次  予備日）
女子個人

川越運動公園

（関東西部予選男子個人１次  予備日）
男子個人

智光山公園

4/25 火 関東北部予選女子個人 女子個人 熊谷さくら

関東北部予選男子個人２次 男子個人 東松山庭球場

（関東西部予選男子個人２次  予備日）
男子個人

智光山公園

4/26 水
（関東西部予選女子個人２次  予備日）
女子個人

川越運動公園

（関東北部予選女子個人  予備日）
女子個人

熊谷さくら

（関東北部予選男子個人２次  予備日）
男子個人

東松山庭球場

4/27 木 （春季レディース大会  予備日） 全種別 大宮第二公園

4/29 土 5/7 日
全日本ミックスダブルス選手権大会県予選会
一般男女

川越運動公園
（県北中学生ソフトテニス大会（男子）
予備日）

東松山庭球場
関東オープン大会　一般男子1部
東京都　駒沢

4/30 日
（県北中学生ソフトテニス大会（男子）
予備日）

東松山庭球場

5/3 水 5/5 金 県北選手権大会 全種別 熊谷さくら 関東予選 男子個人 智光山公園

5/5 金 県南選手権大会 全種別 天沼テニス公園

全日本小学生県予選会 男女個人 くまがやドーム



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

5/4 木 5/6 土 全日本実業団選手権大会県予選会 男女 行田総合運動公園 関東予選 女子個人 熊谷さくら

関東予選１日目 男子団体 くまがやドーム

5/5 金 （県北選手権大会  予備日） 全種別 熊谷さくら 関東予選１日目 女子団体 くまがやドーム

（県南選手権大会  予備日） 全種別 天沼テニス公園

5/6 土
（全日本実業団選手権大会県予選会  予備日）
男女

行田総合運動公園 （関東予選  予備日） 男子個人 智光山公園

（関東予選  予備日） 女子個人 熊谷さくら

5/7 日
（全日本ミックスダブルス選手権大会県予選会
予備日） 一般男女

川越運動公園

関東予選2日目 女子団体 東松山庭球場

5/8 月 関東予選2日目 男子団体 熊谷さくら

（関東予選2日目  予備日） 女子団体 東松山庭球場

5/10 水 5/18 木
2023埼玉県レディーストリプルオープン大会
ひまわりの部

大宮第二公園 （関東予選2日目  予備日） 男子団体 熊谷さくら

5/18 木
全日本レディース決勝大会埼玉県予選会
すみれ、ばら、ゆり、きく、ふじ

大宮第二公園

5/13 土
5/13～14  全日本シングルス選手権大会
岡山県 備前市

5/14 日 5/20 土
県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
男女（一次予選）

坂戸市市民総合
運動公園

DUNLOP CUP 県予選会　 中学生 くまがやドーム

5/18 木
（2023埼玉県レディーストリプルオープン大会
予備日） ひまわりの部

大宮第二公園

（全日本レディース決勝大会埼玉県予選会
予備日） すみれ、ばら、ゆり、きく、ふじ

大宮第二公園

5/20 土 土
（県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
予備日） 男女（一次予選）

坂戸市市民総合
運動公園

5/23 火 5/31 水 西部レディース大会 全種別 東松山庭球場

5/27 土
5/27～28 関東選手権大会
千葉県・白子町

5/31 水 （西部レディース大会  予備日） 全種別 東松山庭球場

6/3 土 6/10 土
県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
女子（二次予選）

アキム株式会社内テ
ニスコート



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

6/4 日 6/10 土
県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
男子（二次予選）

アキム株式会社内テ
ニスコート

7/8 土
県民総合スポーツ大会・埼玉県春季シニア
選手権大会 全種別

熊谷さくら

研修大会(個人戦) 高学年男女・低学年男女 くまがやドーム

6/9 金 インハイ予選 女子個人 大宮第二公園

6/10 土
（県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
予備日） 女子（二次予選）

アキム株式会社内テ
ニスコート

インハイ予選 男子個人 熊谷さくら
6/10～11 全日本ミックスダブルス選手権
大会 熊本県 熊本市

（県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会
予備日） 男子（二次予選）

アキム株式会社内テ
ニスコート

6/11 日 サンワエナジー杯 中学生 くまがやドーム

6/12 月 インハイ予選 男子団体 熊谷さくら

（インハイ予選  予備日） 女子個人 大宮第二公園

6/13 火 インハイ予選 女子団体 智光山公園

（インハイ予選  予備日） 男子団体 熊谷さくら

6/14 水 （インハイ予選  予備日） 男子個人 熊谷さくら

（インハイ予選  予備日） 女子団体 智光山公園

6/15 木 6/21 水 北部レディース大会 全種別 熊谷さくら
6/15～18 ハイスクールジャパンカップ
北海道・札幌市 北海道 苫⼩牧市

6/18 日 7/8 土
全日本社会人選手権大会県予選会
一般女子・35男女・45男女

川越運動公園

6/21 水 （北部レディース大会  予備日） 全種別 熊谷さくら

6/25 日 7/2 日
第5回サンワ カップ全日本選手権大会県予選会
一般男女

熊谷さくら 国体予選・ステップ２ 男女 くまがやドーム

7/1 土
マスターズコバトンカップ兼マスターズ予選会
35男女・45男女

熊谷さくら

6/27 火 7/5 水
関東レディース選手権大会埼玉県予選会
全種別

大宮第二公園

7/5 水 普及大会 ふじABC 大宮第二公園 　

7/1 土
（マスターズコバトンカップ兼マスターズ予選会
予備日） 35男女・45男女

熊谷さくら サンワカップ　高校生団体戦 くまがやドーム DUNLOP CUP　 中学生　男女 くまがやドーム

7/2 日 1/0 土
マスターズコバトンカップ兼マスターズ予選会
ミックス

熊谷さくら DUNLOP CUP　 中学生　男女 くまがやドーム

（第5回 サンワ カップ　全日本選手権大会
県予選会  予備日） 一般男女

熊谷さくら



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

7/5 水
（関東レディース選手権大会埼玉県予選会
予備日） 全種別

大宮第二公園

（普及大会  予備日） ふじABC 大宮第二公園

7/8 土
（県民総合スポーツ大会・埼玉県春季シニア
選手権大会  予備日） 全種別

熊谷さくら

(全日本社会人選手権大会県予選会 予備日）
一般女子・35男女・45男女

川越運動公園

7/9 日 7/17 月 全日本社会人選手権大会県予選会 一般男子 東松山庭球場

7/10 月 7/19 水
関東レディース大会埼玉県予選会
ふじ、すみれ、ばら、ゆり、他

大宮第二公園

7/19 水
全日本レディース決勝大会シニア埼玉県予選会
あやめ、はぎ、さつき

大宮第二公園

7/15 土 県選手権南部予選 男子個人 天沼テニス公園
7/15～16 東日本選手権大会
秋田県 秋田市 大仙市 横手市

県選手権南部予選 女子個人 大宮第二公園

県選手権西部予選 女子個人 川越運動公園

県選手権北部予選 男子個人 熊谷さくら

県選手権西部予選 男子個人 智光山公園

県選手権北部予選 女子個人 東松山庭球場

県選手権東部予選 男子個人
そうか公園テニス
コート・草加高校

県選手権東部予選 女子個人
宮代総合運動公園、
昌平高校

7/16 （県選手権西部予選  予備日） 女子個人 川越運動公園

（県選手権北部予選  予備日） 男子個人 熊谷さくら

（県選手権西部予選  予備日） 男子個人 智光山公園

（県選手権北部予選  予備日） 女子個人 東松山庭球場

（県選手権東部予選  予備日） 男子個人
そうか公園テニス
コート・草加高校

（県選手権東部予選  予備日） 女子個人
宮代総合運動公園
・昌平高校

7/17 月
（全日本社会人選手権大会県予選会  予備日）
一般男子

東松山庭球場 （県選手権南部予選  予備日） 男子個人 天沼テニス公園

（県選手権南部予選  予備日） 女子個人 大宮第二公園



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

7/19 水
（関東レディース大会埼玉県予選会  予備日）
ふじ、すみれ、ばら、ゆり、他

大宮第二公園

（全日本レディース決勝大会シニア埼玉県
予選会  予備日） あやめ、はぎ、さつき

大宮第二公園

7/22 土 県選手権 ダブルス　女子 熊谷さくら 学校総合体育大会　男女個人戦1日目 くまがやドーム
7/22～25 全日本高校選手権大会（男子）
北海道 苫⼩牧市

7/23 日 7/29 土 埼玉県級別大会 2級男女・3級男女・4級男女
坂戸市市民総合
運動公園

7/24 月 （県選手権  予備日） ダブルス 女子 熊谷さくら 学校総合体育大会　男女個人戦2日目 くまがやドーム

7/25 火 学校総合体育大会　男子団体戦1日目 くまがやドーム

7/26 水 北部支部審判講習会 東松山庭球場
7/26～29 全日本高校選手権大会（女子）
北海道 苫⼩牧市

7/27 木 学校総合体育大会　女子団体戦1日目 くまがやドーム

7/28 金 県選手権 ダブルス　男子 熊谷さくら 学校総合体育大会　男女団体戦2日目 くまがやドーム
7/28～30 全日本実業団選手権大会
佐賀県 唐津市

7/28～7/29 全日本レディース大会（個人戦）
⾹川県 高松市 他

7/29 土
（埼玉県級別大会  予備日）
2級男女・3級男女・4級男女

坂戸市市民総合
運動公園

サンワカップ　中学生個人戦 くまがやドーム

7/30 日 サンワカップ　Jr団体 小学生 くまがやドーム 関東大会出場選手　強化練習会 中学生 熊谷さくら

7/31 月 （県選手権  予備日） ダブルス 男 熊谷さくら サンワカップ　中学生個人戦 くまがやドーム

8/2 水 サンワカップ　高校生団体戦

8/3 木
8/3～6 全日本小学生選手権大会
兵庫県 神戸市

8/7 月 サンワカップ　中学生団体戦 くまがやドーム

8/10 木 サンワカップ　中学校団体戦 くまがやドーム

8/13 日 国体強化練習会 くまがやドーム

8/16 水 関東私学 智光山公園

8/17 木 関東私学 くまがやドーム

8/18 金 国民体育大会関東ブロック大会 くまがやドーム



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

8/19 土 国民体育大会関東ブロック大会 くまがやドーム 県東中学生ソフトテニス新人大会（女子）
春日部市大沼運動公
園

県北中学生ソフトテニス新人大会（男女） 熊谷さくら

県選抜中学生ソフトテニス新人大会（女子） 県営大宮第二公園

県西中学生ソフトテニス新人大会（男子） 東松山庭球場

8/20 日 国民体育大会関東ブロック大会 くまがやドーム 県選抜中学生ソフトテニス新人大会（男子） 県営大宮第二公園

県西中学生ソフトテニス新人大会（女子） 東松山庭球場

県東中学生ソフトテニス新人大会（男子）
春日部市大沼運動
公園

（県北中学生ソフトテニス新人大会（男女）
予備日）

熊谷さくら

8/21 月 南部支部大会 女子個人 大宮第二公園
（県西中学生ソフトテニス新人大会（男子）
予備日）

東松山庭球場 8/21～23 全国中学校大会 愛媛県 今治市

南部支部大会 男子個人 川口青木公園
（県西中学生ソフトテニス新人大会（女子）
予備日）

東松山庭球場

県北新人選手権 熊谷さくら

県北新人選手権 東松山庭球場

8/22 火 南部支部大会 女子団体 大宮第二公園
（県西中学生ソフトテニス新人大会（男子）
予備日）

東松山庭球場
8/22～24 全日本レディース決勝大会
(団体戦)  愛知県 一宮市

南部支部大会 男子団体 川口青木公園
（県西中学生ソフトテニス新人大会（女子）
予備日）

東松山庭球場

県北新人選手権 熊谷さくら

県北新人選手権
東松山庭球場
・中原コート

8/23 水 東部支部大会 女子 くまがやドーム

（南部支部大会  予備日） 女子個人 大宮第二公園

（南部支部大会  予備日） 男子個人 川口青木公園

（南部支部大会  予備日） 女子団体 大宮第二公園

（南部支部大会  予備日） 男子団体 川口青木公園

8/24 木 東部支部大会 男子 くまがやドーム
8/24～27 日・韓・中ジュニア交流競技大会
和歌山県 和歌山市



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

8/26 土 Step-3 U14,17,20男女 くまがやドーム

8/27 日 Step-3 U14,17,20男女 くまがやドーム

9/1 金
9/1～9/7全日本学生選手権大会
石川県　七尾市　能都町

9/2 土
9/2～3 全日本社会人選手権大会
福岡県　福岡市

9/3 日 9/9 土
埼玉県シニア選手権大会
シニア50男女・55男女・70男・75男

行田総合運動公園

9/10 日
埼玉県シニア選手権大会
シニア60男女・65男女・70女・75女

東松山庭球場

9/5 火 9/13 水 研修大会 ふじ、カトレア 大宮第二公園

9/9 土
（埼玉県シニア選手権大会  予備日）
シニア50男女・55男女・70男・75男

行田総合運動公園

新人戦西部予選１次 男子個人 智光山公園

9/10 日
（埼玉県シニア選手権大会  予備日）
シニア60男女・65男女・70女・75女

東松山庭球場 新人戦西部予選１次 女子個人 川越運動公園

新人戦西部予選２次 男子個人 智光山公園

9/11 月 新人戦西部予選２次 女子個人 川越運動公園

（新人戦西部予選１次  予備日） 男子個人 智光山公園

9/12 火 （新人戦西部予選２次  予備日） 男子個人 智光山公園

9/13 水 （研修大会  予備日） ふじ、カトレア 大宮第二公園 （新人戦西部予選１次  予備日） 女子個人 川越運動公園

9/14 木 （新人戦西部予選２次  予備日） 女子個人 川越運動公園

9/15 金 新人戦西部予選 女子団体 川越運動公園

9/16 土 新人戦西部予選 男子団体 智光山公園
9/16～17 日本スポーツマスターズ2022
福井県 越前市

新人戦北部予選 男子個人 熊谷さくら

9/17 日 9/18 月 第8回 DUNLOP CUP 市町村対抗戦 男女 智光山公園 （新人戦北部予選  予備日） 男子個人 熊谷さくら

9/18 月
（第8回 DUNLOP CUP 市町村対抗戦  予備日）
男女

智光山公園 新人戦北部予選 女子個人 東松山庭球場



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

9/19 火 新人戦南部予選（１日目） 女子個人 天沼テニス公園

新人戦南部予選 男子個人 大宮第二公園

（新人戦西部予選  予備日） 男子団体 智光山公園

（新人戦北部予選  予備日） 女子個人 東松山庭球場

9/20 水 新人戦南部予選（２日目） 女子個人 天沼テニス公園

新人戦南部予選 男子団体 大宮第二公園

9/22 金 新人戦南部予選 女子団体 天沼テニス公園

（新人戦南部予選  予備日） 男子個人 大宮第二公園

（新人戦南部予選  予備日） 男子団体 大宮第二公園

9/23 土 新人戦北部予選 男子団体 熊谷さくら
9/23～10/8 アジア競技大会
中国　杭州

新人戦北部予選 女子団体 東松山庭球場
9/23～24 全日本シニア選手権大会
静岡県 静岡市 浜松市 他

（新人戦南部予選 共通予備日） 天沼テニス公園

9/25 月 新人戦東部予選 女子個人 大宮第二公園

（新人戦北部予選  予備日） 男子団体 熊谷さくら

（新人戦北部予選  予備日） 女子団体 東松山庭球場

（新人戦西部予選  予備日） 女子団体 川越運動公園

9/26 火 10/3 火
関東レディースソフトテニス選手権大会一日目
全種別

熊谷さくら 新人戦東部予選 男子個人 大宮第二公園

9/27 水 10/4 水
関東レディースソフトテニス選手権大会二日目
全種別

熊谷さくら 新人戦東部予選 男女団体 大宮第二公園

9/29 金 （新人戦東部予選  予備日） 女子個人 大宮第二公園

9/29 金 （新人戦東部予選  予備日） 男子個人 大宮第二公園

（新人戦東部予選  予備日） 男女団体 大宮第二公園

9/30 土
9/30～10/1　ジュニアオリンピックカップ大会兼
全日本ジュニア選手権大会
広島県 広島市

10/3 火
（関東レディースソフトテニス選手権大会一日目
予備日） 全種別

熊谷さくら



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

10/4 水
（関東レディースソフトテニス選手権大会二日目
予備日） 全種別

熊谷さくら

10/7 土
第6回ケンコーカップ埼玉県シングルス選手権
大会 　一般男女

くまがやドーム

10/8 日
10/15
11/12

日
第8回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ
男子の部 1～7部

秩父ミューズパーク・
県営コート

10/9 月
10/15
11/12

日
第8回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ
男子の部 8～15部

秩父ミューズパーク・
県営コート

サンワエナジー杯 中学生 女子個人 くまがやドーム

10/10 火 11/15 水 埼玉県クラブリーグ女子の部 1～3部 大宮第二公園
 10/10～12 全日本レディース決勝大会
（シニアの部） 千葉県　千葉市

10/11 水 11/15 水 埼玉県クラブリーグ女子の部 4・5部 大宮第二公園

10/12 木 11/15 水 埼玉県クラブリーグ女子の部 6・7部 大宮第二公園
10/12～16　 国民体育大会
⿅児島県 ⿅児島市

10/13 金 11/15 水 埼玉県クラブリーグ女子の部 8～10部 大宮第二公園

10/15 日
（第8回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ
男子の部 共通予備日）

秩父ミューズパーク・
県営コート

研修大会（団体戦） 高学年男女・低学年男女 くまがやドーム

10/20 金
10/20～22 日本実業団リーグ
京都府 福地山市

10/21 土
10/21～22 全日本クラブ選手権大会
千葉県 白子町

10/27 金 西部支部大会 川越運動公園

10/28 土 西部支部大会 智光山公園
10/28～31 ねんりんピック２０２３
愛媛県 大洲市

10/29 日 11/11 土 埼玉県３５・４５選手権大会 35男女・45男女
坂戸市市民総合
運動公園

北部研修大会 熊谷さくら

北部研修大会
東松山庭球場
・中原コート

西部支部大会
川越運動公園
・北野総合運動公園

10/30 月 （西部支部大会  予備日） 川越運動公園

10/30 月 （西部支部大会  予備日）
川越運動公園
・北野総合運動公園

10/31 火 西部支部大会 智光山公園

11/4 土
県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会
女子個人

くまがやドーム

11/5 日 11/25 土 埼玉県ミックス選手権大会 全種別 川越運動公園
県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会
男子個人

くまがやドーム

11/6 月
県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会
女子団体

くまがやドーム



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

11/7 火
県新人体育大会兼県民総合スポーツ大会
男子団体

くまがやドーム

11/9 木 11/17 金 秋季レディース大会 全種別 大宮第二公園

11/11 土
（埼玉県３５・４５選手権大会  予備日）
35男女・45男女

坂戸市市民総合
運動公園

新人戦 女子個人 熊谷さくら

新人戦 男子個人 智光山公園

11/12 日
（第8回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ
男子の部  共通予備日）

秩父ミューズパーク・
県営コート

11/13 月 （新人戦  予備日） 女子個人 熊谷さくら

（新人戦  予備日） 男子個人 智光山公園

11/14 火 新人戦 男子団体 熊谷さくら

新人戦 女子団体 智光山公園

11/15 水 （埼玉県クラブリーグ女子の部  共通予備日） 大宮第二公園 （新人戦  予備日） 男子団体 熊谷さくら

（新人戦  予備日） 女子団体 智光山公園

11/17 金 （秋季レディース大会  予備日） 全種別 大宮第二公園
11/17～19 天皇・皇后 賜杯全日本選手権  東
京都 江東区

11/19 日 11/23 木
全国小学生県予選会
 5年生男女,4年生以下男女

熊谷さくら

11/23 木
(全国小学生県予選会 予備日)
 5年生男女,4年生以下男女

くまがやドーム

11/24 金
関東大学選抜・高校選抜対抗戦大会
兼ジュニア研修大会

くまがやドーム

11/25 土
関東大学選抜・高校選抜対抗戦大会
兼ジュニア研修大会

くまがやドーム

（埼玉県ミックス選手権大会  予備日） 全種別 川越運動公園

11/26 日 12/3 日
第6回 ルーセント杯　埼玉県総合選手権大会
一般男女1部・一般男女2部

智光山公園

関東大学選抜・高校選抜対抗戦大会
兼ジュニア研修大会

くまがやドーム

11/27 月 12/5 火 レディース級別大会 ふじ・カトレア 大宮第二公園

11/30 木 11/30～12/3　STリーグ  愛知県　豊橋市



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

12/3 日
（第6回 ルーセント杯　埼玉県総合選手権大会
予備日） 一般男女1部・一般男女2部

智光山公園

12/10 日
県小学生シングルス選手権大会
6年生男女,5年生以下男女

熊谷さくら

12/4 月 12/12 火
関東選抜レディース選考会
ブルー・グリーン・ホワイト

東松山庭球場

12/5 火 （レディース級別大会  予備日） ふじ・カトレア 大宮第二公園

12/9 土 サンワエナジー杯 中学生 男女団体戦 くまがやドーム

12/10 日
（県小学生シングルス選手権大会  予備日）
6年生男女,5年生以下男女

熊谷さくら 都道府県対抗大会予選会　第１回 くまがやドーム

12/12 火
（関東選抜レディース選考会  予備日）
ブルー・グリーン・ホワイト

東松山庭球場

12/17 日 都道府県対抗大会予選会　第２回 くまがやドーム

12/18 月 県インドア 男子 所沢体育館

12/19 火 県インドア 女子 所沢体育館

12/22 金 ケンコーカップ くまがやドーム

12/23 土 ケンコーカップ くまがやドーム
12/23～24　STリーグ入替戦
広島県　福山市

12/24 日 ケンコーカップ くまがやドーム

12/26 火 関東私学 くまがやドーム

12/27 水 関東私学 くまがやドーム

1/3 水 ニューイヤー 小学生 クラブ対抗戦 くまがやドーム

1/6 金 埼玉県私学大会 智光山公園

1/8 月 埼玉県私学大会 川越運動公園

埼玉県私学大会 智光山公園

1/13 土 都府県対抗交流大会（個人戦） くまがやドーム

冬季交流大会① 熊谷さくら

1/14 日 都府県対抗交流大会（団体戦） くまがやドーム

冬季交流大会② 熊谷さくら



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

1/21 日 1/28 日
全日本・関東シングルス選手権大会県予選会
一般男女

行田総合運動公園

1/27 土 南部リーグ 男子 浦和総合 東日本ミズノカップ 中学生 くまがやドーム

南部リーグ 男子 大宮第二公園

1/28 日
（全日本・関東シングルス選手権大会県予選会
予備日） 一般男女

行田総合運動公園 南部リーグ 女子 浦和総合
1/28　全日本インドア選手権大会
大阪府　大阪市

東日本ミズノカップ 中学生 くまがやドーム 南部リーグ 女子 大宮第二公園

2/3 土
県民総合スポーツ大会・埼玉県インドア選手権
大会 男女

くまがやドーム 北部研修大会 男子 熊谷さくら

2/4 日
県民総合スポーツ大会・埼玉県インドア選手権
大会 男女

くまがやドーム 県選手権シングルス 東松山庭球場

東日本選抜交流大会 小学生　男女 熊谷さくら

2/11 日 （県選手権シングルス  予備日） 東松山庭球場

2/12 月 小中高合同強化練習会 くまがやドーム 北部研修大会 女子 熊谷さくら

2/18 日 2/25 日 ねんりんピック県予選会 60男女・ミックス 浦和総合

2/24 土 3/2 土 埼玉県レディース選手権大会 全種別 熊谷さくら

2/25 日
（ねんりんピック県予選会  予備日）
 60男女・ミックス

浦和総合

3/2 土 （埼玉県レディース選手権大会  予備日） 全種別 熊谷さくら 郡市対抗学年別大会（男子） くまがやドーム

3/3 日 郡市対抗学年別大会（女子） くまがやドーム

3/9 土
 3/9～ 3/10 平和カップ広島国際大会
広島県　広島市

3/10 日 北部研修大会 男子 熊谷さくら

北部研修大会 女子
東松山庭球場
・中原コート

3/16 土 埼玉カップ 熊谷さくら

埼玉カップ くまがやドーム

3/17 日 埼玉カップ 智光山公園

3/20 水 埼玉カップ くまがやドーム

埼玉カップ 熊谷さくら



日 曜
日本連盟・他の大会

大会名（一般） 会場 大会名（高校関連） 会場 大会名（中学関連） 会場

令和５年度年間予定表

（予備・大会日）

3/22 金 ヨネックス杯 熊谷さくら運動公園

ヨネックス杯 くまがやドーム

3/23 土 ヨネックス杯 熊谷さくら運動公園

ヨネックス杯 くまがやドーム

3/24 日 3/31 日
国民体育大会予選会（令和6年度）
男女シングルス

熊谷さくら ヨネックス杯 熊谷さくら運動公園

ヨネックス杯 くまがやドーム

3/25 月 ヨネックス杯 熊谷さくら運動公園

ヨネックス杯 くまがやドーム

3/26 火 ヨネックス杯 くまがやドーム
3/26～28 都道府県対抗全日本中学生大会
三重県　伊勢市

3/28 木
3/28～30 全日本高校選抜大会
愛知県　名古屋市

3/29 金 3/29～31 全国小学生大会  千葉県　白子町

3/31 日
（国民体育大会予選会[令和6年度]  予備日）
男女シングルス

熊谷さくら



期日 開場　８：００ 受付　８：１５ 開会　９：００

会場 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 〒３６０－０００４ 熊谷市上川上３００

種別 ３５男・女／４５男・女／シニア男・女５０／５５／６０／６５／７０／７５／８０

大会使用球 ケンコーボール

期日 開場　８：００ 受付　８：１５ 開会　９：００

会場 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 〒３６０－０００４ 熊谷市上川上３００

種別 一般男子・女子

大会使用球 アカエム

選出数 １． 一般男・女の部－各２４ペア　（推薦の２．３．を含む）

２． 他の種別－各１２ペア　（推薦の２．を含む）

推薦 １． 各種別共に、前年度の本大会上位８本以上のペアは推薦とする。（同一ペア、同一種別に限る）

２． 会長が特に認めた者

参加資格 １． 他都道府県連盟登録者は参加できない。

２． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

３． 申込時に審判員資格を持つ者（新年度の継続手続き完了の事）。

４． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

また、一般男女の予選通過者は、２級以上の申請を必ず大会当日に行ってください。

５． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

だだし、未登録者は所属名を「フリー」としたゼッケンを着用のこと。

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎、かつ予選会・本大会推薦を必ず分けて記入ください）

新年度より登録が変更となる選手及び新規登録する選手は、新登録クラブ（所属）で申込む。

申込完了後の種別間の移動は認めない。

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

上記推薦の１．２．に該当の選手は申込ファイル（「関東選手権大会 本大会推薦」）を県連盟ホームページ

からダウンロードしご使用ください。

本大会の申込に未登録扱いにならない為には、新年度会員登録を ４月 １日（土）から４月 ８日（土）

までに完了して下さい（本大会推薦を含む）。

（期　日） 令和５年２月２０日（月）～３月６日（月）までに申込むこと。

予選通過の場合 本大会出場資格を得たペアは必ず大会当日に本大会参加費と共に本大会の参加申込をすること。

本大会を棄権する場合は、必ず事前に県連事務局へ連絡すること。

その他 関東選手権大会　５月２７日（土）、２８日（日）　千葉県　白子町 開催予定

◎関東選手権大会県予選会◎

4月2日(日)

4月16日(日)



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [5月7日(日)]

会場 川越市川越運動公園 テニスコート 〒３５０－０８４８ 川越市下老袋３８８－１

種別 一般

大会使用球 アカエム

選出数 ２０ペア以内

参加資格 １． 他都道府県連盟登録者は参加できない。（但し、未登録者を除く）

２． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

３． 申込時に審判員資格を持つ者（新年度の継続手続き完了のこと）。

４． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

また、予選通過者は、２級以上の申請を必ず大会当日に行ってください。本大会において一般は２級以上

が必要です。

※ 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

参加費 ４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎、かつ予選会・本大会推薦を必ず分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ３月１３日（月)～３月 ２７日（月）までに申込むこと。

予選通過の場合 本大会出場資格を得たペアは必ず大会当日に本大会参加費と共に本大会の参加申込をすること。

本大会を棄権する場合は、必ず事前に県連事務局へ連絡すること。

その他 本大会は６月 １０日（土）、１１日（日）　熊本県・熊本市　開催予定。

◎全日本ミックスダブルス選手権大会県予選会◎

4月29日(土)



期日 受付　８：３０ 開会　９：００ 予備日　県南 [5月5日(金)]

会場 [県南] さいたま市 天沼テニス公園 〒３３０－０８３４ さいたま市大宮区天沼町１－６７６－１

種別 一般男・女／３５男・女／４５男・女／シニア男・女 ５０／５５／６０／６５／７０／７５／８０

一般男子２部・一般女子２部（技術等級２級以下の部）

大会使用球 ダンロップ

期日 受付　８：３０ 開会　９：００ 予備日　県北 [5月5日(金)]

会場 [県北] 熊谷さくら運動公園 テニスコート 〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

種別 一般男・女／３５男・女／４５男・女／シニア男・女 ５０／５５／６０／６５／７０／７５／８０

一般男子２部・一般女子２部（技術等級２級以下の部）

大会使用球 ダンロップ

参加資格 １． 他都道府県連盟登録者は参加できない。（但し、未登録者を除く）

２． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

３． 日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

４． 申込時に審判員資格を持つ者（新年度の継続手続き完了のこと）。

５． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

６． 技術等級の申請を行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

７． 一般男・女２部の種別は技術等級２級以下の者に限る。

注 一般男・女２部の入賞者は翌年の同種別には出場できない。

※ 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

地区割 [県南] さいたま市．川口．春日部．草加．越谷．蕨．

戸田．朝霞．和光．新座．八潮．三郷．吉川．

[県北] 川越．熊谷．行田．秩父．所沢．飯能．加須．本庄．

東松山．狭山．鴻巣．深谷．上尾．入間．桶川．久喜．

北本．富士見．ふじみ野．蓮田．坂戸．比企．白岡．杉戸．

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に必ず分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ３月 ２０日（月)～４月３日（月）までに申込むこと。

注意事項 ◎ 前年度優勝者は、優勝カップを整備し返還してください。

◎県南・県北選手権大会◎

5月3日(水)

5月3日(水)



期日 受付　８：３０ 開会　９：００ 予備日 [5月6日(土)]

会場 行田市総合公園庭球場 〒３６１－００６１ 行田市和田１１６５

大会使用球 ケンコーボール

参加資格 申込時に同一事業所（銀行、会社、官公庁等）チームであり、出場選手は、参加チームで会員登録をし

審判員の資格を持つ者。

その他、本大会参加資格に準ずる。

※ 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

チーム 男子・女子ともに年齢制限はしない。

１所属団体からA・B２チームまでの出場は認めるが、申込後のA・B間における選手の移動は認めない。

１所属団体からA・Bチーム及び男子チーム・女子チームの出場について監督の兼任は不可。

部長１名・監督１名・選手４名以上８名以内でチームを編成することとする。部長・監督は選手登録を

すれば選手を兼ねることができる。　部長の変更は認めない。

試合方法 男子・女子ともに３ペアによる点取り対抗戦とする。

原則として、予選リーグ、決勝トーナメントにより上位３チームを選出し県代表として本大会へ推薦する。

参加費 １チーム　１２，０００円

申込 参加希望チームは４月３日(月)～４月 １７日（月）までにメール申込すること。

その他 本大会は７月２８日（金）～３０日（日）　佐賀県・唐津市　開催予定

期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [7月8日(土)]

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート 〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

種別 シニア男・女  ５０／５５／６０／６５／７０／７５／８０

大会使用球 ケンコーボール

参加資格 他都道府県連盟登録者は参加できない。（但し、未登録者を除く）

申込時に審判員資格を持つ者。

※ 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ４月３日(月)～４月１７日（月）までに申込むこと。

注意事項 ◎ 前年度優勝者は、優勝カップを整備し返還してください。

5月4日(木)

◎県民総合スポーツ大会・埼玉県春季シニア選手権大会◎

6月4日(日)

◎全日本実業団選手権大会県予選会◎



1次予選会

期日 受付　８：００ 開会  ８：３０ 予備日 [5月20日(土)]

会場 坂戸市市民総合運動公園 〒３５０－０２１２ 坂戸市石井１５５０

２次予選会 女子

期日 受付  ９：００ 予備日 [6月10日(土)]

会場 アキム株式会社内テニスコート 〒３５５-００４５東松山市宮鼻８６０－１２

会社のURL参照 https://akim.co.jp/

２次予選会 男子

期日 受付  ９：００ 予備日 [6月10日(土)]

会場 アキム株式会社内テニスコート 〒３５５-００４５東松山市宮鼻８６０－１２

会社のURL参照 https://akim.co.jp/

種別 １． 成年男子（大学生含む）

２． 成年女子（大学生含む）

大会使用球 アカエム

参加資格 １． この大会の出場については審判員及び技術等級の資格は不要です。

２． 下記のいずれかが県内の者（社会人、大学生等）。

（参加区分） ア）居住地を示す現住所

イ）勤務地

ウ）ふるさと （出身中学校または高等学校の所在地が埼玉県内）

注 申込ファイルにア）～ウ）の参加区分を必ず記入すること。

注 参加区分ウ）ふるさとを活用し参加希望する選手は事前に強化委員長の承認が必要です。

※ 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。未登録者は、「所属名」を「フリー」とする。

問合せ先 強化委員長　　及川 哲也 ＴＥＬ ０８０－３９１２－８０３４

選出方法 １次予選会 各２ペア

２次予選会 （1次予選会通過者＋１次予選会免除選手）

＊1次予選会免除選手は強化委員会が決定する。

以上、２次予選会出場の選手から国体チームを編成し、強化合宿、対外試合等の成績を

総合的に判断し、強化委員会で決定する。

参加費 各種別　４，０００円

申込 所定のフォーマットにて、３月 １４日(月)～４月１７日（月）までにメールで県連盟事務局まで申込むこと。

注） 「ふるさと」で参加する選手は、申込と同時に「ふるさと登録申請書」を県連事務局

に送付して下さい。（押印欄があるため郵送か持参のこと　期限必着）

※ 「ふるさと登録申請書」は、県連ホームページを参照のこと

◎県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会◎

5月14日(日)

6月3日(土)

6月4日(日)



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [7月8日(土)]

会場 川越市川越運動公園 テニスコート 〒３５０－０８４８ 川越市下老袋３８８－１

種別 一般女子／３５男・女／４５男・女

大会使用球 ダンロップ

期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [7月17日(月)]

会場 東松山市 東松山庭球場 〒３５５－０００５ 東松山市松山２６８１

種別 一般男子

大会使用球 アカエム

選出数 一般男・女 各２０ペア以内（推薦の２．を含む）。

３５男・女 各１６ペア以内（推薦の２．を含む）。

４５男・女 各１６ペア以内（推薦の２．を含む）。

参加資格 １． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

２． 申込時に審判員資格を持つ者。

３． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

また、一般男女の予選通過者は、２級以上の申請を必ず大会当日に行ってください。	

４． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

だだし、未登録者は所属名を「フリー」としたゼッケンを着用のこと。

５． ３５男子・３５女子（４月１日現在３５才以上）/４５男子・４５女子（４月１日現在４５才以上）

６． 他都道府県連盟登録者は参加できない。（但し、未登録者を除く）

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎、かつ予選会・本大会推薦を必ず分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ５月８日(月)～５月 ２２日（月）までに申込むこと。

予選通過の場合 本大会出場資格を得たペアは必ず大会当日に本大会参加費と共に本大会の参加申込をすること。

本大会を棄権する場合は、必ず事前に県連事務局へ連絡すること。

その他 本大会は９月 ２日（土）、３日（日）　福岡県　福岡市　開催予定

◎第３回 エナジー杯　全日本社会人選手権大会県予選会◎

6月18日(日)

7月9日(日)

～県民スポーツの日関連事業～



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [7月2日(日)]

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート 〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

種別 男子・女子

大会使用球 ケンコーボール

選出数 各４ペア以内

参加資格 １． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

２． 申込時に審判員資格を持つ者。

３． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

また、予選通過者は、技術等級ＳＰの申請を必ず大会当日に行ってください（本大会参加資格）。

４． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

だだし、未登録者は所属名を「フリー」としたゼッケンを着用のこと。

５． 他都道府県連盟登録者は参加できない。（但し、未登録者を除く）

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎、かつ予選会・本大会推薦を必ず分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ５月１５日(月)～５月２９日（月）までに申込むこと。

予選通過の場合 本大会出場資格を得たペアは必ず大会当日に本大会参加費と共に本大会の参加申込をすること。

本大会を棄権する場合は、必ず事前に県連事務局へ連絡すること。

その他 本大会は１１月１７日（金）～１９日（日）　東京都　江東区　開催予定。

～県民スポーツの日関連事業～
◎第５回 サンワ カップ　全日本選手権大会県予選会◎

6月25日(日)



期日 受付　８：３０ 開会　９：００ 予備日 [7月1日(土)]

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート 〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

種別 Ａ． ３５才以上の女子 （４月１日　現在）

Ｂ． ３５才以上の男子 （４月１日　現在）

Ｃ． ４５才以上の女子 （４月１日　現在）

Ｄ． ４５才以上の男子 （４月１日　現在）

大会使用球 ケンコーボール

選出組数 各種別ともに１ペアずつ選出し、代表チームとする。

参加資格 申込時に審判員資格を持つ者。

※ 本年度の国民体育大会ソフトテニス競技選手は参加することはできない。

埼玉県ソフトテニス連盟登録者で県内に在住または在勤者。

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

参加費 各種別　４，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ４月２４日（月)～５月８日（月）までに申込むこと。

期日 受付　８：３０ 開会　９：００ 予備日 なし

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート 〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

種別 Ｅ． ３５才以上の女子と４５才以上の男子の混合 （４月１日　現在）

大会使用球 ケンコーボール

選出組数 １ペアを選出し、代表チームとする。

参加資格 申込時に審判員資格を持つ者。

※ 本年度の国民体育大会ソフトテニス競技選手は参加することはできない。

埼玉県ソフトテニス連盟登録者で県内に在住または在勤者。

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

※ 他種別に出場して代表にならなかった選手も再度申込ができる。

参加費 各種別　４，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ６月１４日(水）～６月２８日（水）までに申込むこと。

※ Ｅ．３５女子４５男子混合が予備日開催となった場合 ７月 １日（土）締切

その他 本大会は、９月１５日（金）～１７日（日）　福井県　越前市　開催予定

日本スポーツマスターズ２０１４埼玉大会記念
◎マスターズコバトンカップ兼マスターズ予選会◎

6月25日(日)

7月2日(日)



期日 受付　８：００ 開会　８：３０ 予備日 [7月29日(土)]

会場 坂戸市市民総合運動公園 〒３５０－０２１２ 坂戸市石井１５５０

大会使用球 アカエム

種別 Ａ． ２級以下男子

Ｂ． ２級以下女子

Ｃ． ３級以下男子

Ｄ． ３級以下女子

認定 １． ２級以下の部で優勝及び第２位－［１級］を認定する。

２． ２級以下の部で第３位～上位８－［２級］を認定する。

３． ３級以下の部で優勝及び第２位－［２級］を認定する。

４． ３級以下の部で第３位～上位８－［３級］を認定する。

５． ３級以下の部に出場で［４級］を認定する。

参加資格 １． 申込時に審判員資格を持つ者。

２． 技術等級１級以上の者は参加できません。

※ 他都道府県登録選手及び学連登録選手は出場できない。（但し、未登録者を除く）

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ６月５日(月）～６月１９日（月）まで申込むこと。

申込完了後の種別間の変更は認めない。

その他 ※ 本大会で技術等級の進級及び取得資格者は必ず申請すること。

※ 昨年度（令和４年度）の各種別入賞者は同種別には参加できない。

◎埼玉県級別大会◎

7月23日(日)



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [9月9日(土)]

会場 行田市総合公園庭球場 〒３６１－００６１ 行田市和田１１６５

種別 １． シニア男・女 ５０／男・女５５／男７０／男７５／男８０

大会使用球 アカエム

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ７月２４日（月）～８月７日（月）までに申込むこと。

期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [9月10日(日)]

会場 東松山市 東松山庭球場 〒３５５－０００５ 東松山市松山２６８１

種別 ２． シニア男・女６０／男・女 ６５／女７０／女７５／女８０

大会使用球 ケンコーボール

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ７月２４日（月）～８月７日（月）までに申込むこと。

参加資格 申込時に審判員資格を持つ者。

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

他都道府県登録選手は出場できない。（但し、未登録者を除く）

参加費 ４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

◎～ソフトテニス週間関連事業～埼玉県シニア選手権大会◎

9月3日(日)

9月3日(日)



期日 受付　８：１５ 開会  ８：４５ 予備日 [9月18日(月)]

会場 狭山市智光山公園テニスコート 〒３５０－１３３５ 狭山市柏原５６１

選手の所属は開催年度申込時、

その市町村に［在住・在勤・在学者・在クラブ（日連登録）］の者。

県内在住の大学生の出場を認める。（ただし学連登録者を除く）

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。中・高生の所属は、学校名とする。

種別 男子・女子

男・女共に中学・高校・一般・３５・４５の各１ペア計５ペアでチームを編成する。

５ペア揃わないチームは３ペア以上でも出場可。

中学生は、高校･一般へ、高校生は、一般として出場可。

参加は市町村（さいたま市を除く）各１チームとし、出場は［１人１種別］に限る。

大会当日の選手変更は認める。（年齢は本年４月１日を基準とする）

申込締切後の種別間の変更は認めない。

試合順 １．中学　２．高校　３． ４５　４． ３５　５．一般

参加費 １チーム　２０，０００円

大会使用球 ダンロップ

申込 市町村連盟は必ず最新の［申込フォーマット］にて、８月７日（月）～８月２１日（月）までにメールで

県連盟事務局まで申込むこと。（選手変更は所定の用紙で変更のこと）

その他 さいたま市は、Ａ・Ｂ ２チーム参加できる。

特別協賛 (株)ダンロップスポーツマーケティング　ソフトテニス事業部

期日 受付　８：００ 開会  ８：３０

会場 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 〒３６０－０００４ 熊谷市上川上３００

種別 男子・女子

大会使用球 ケンコーボール

参加資格 １． 申込時に審判員資格を持つ者。

２． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

３． 他都道府県登録選手及び学連登録選手は出場できない。（ただし未登録者を除く）

４． 小学生・中学生・高校生については審判員資格を持つ者。

参加費 シングルス　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）の場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ８月 ２８日（月）～９月１１日（月）までにで申込むこと。

◎第８回 DUNLOP CUP  市町村対抗戦◎

9月17日(日)

所属・
資格

チーム・
編成

◎第６回 ケンコーカップ　埼玉県シングルス選手権大会◎

10月7日(土)



対象の部

１～７部

８～１５部

受付 ７時２０分～ 予備日の場合 ７時１０分～

監督会議 ７時４０分～ 予備日の場合 ７時３０分～

〒３６８－００５３ 秩父市久那６３７－２　秩父ミューズパーク スポーツの森 テニスコート

参加資格 １． 同一所属のクラブ・事業所チームであること。（会員登録制度の未登録者は参加できない。）

（ただし、選手を兼ねていない監督はこの限りではない）

２． １クラブ・１チーム５ペアの点取り法とし、３ペアより参加可。

出場者全員が申込時に審判員資格を所持のこと。（高校３年生も同様）

３． 高校３年生の出場に関しては申込時にそのクラブに所属していること。

４． 参加申込書に記載のない選手は出場を認めない。

※ 申込後の追加登録を認めませんので、出場予定の選手は全員申込むこと。

大会参加費払込みで申込みが完了となりますので、参加費払込み後大会申込システム上で

再度必ずご確認下さい。なお、参加費払込み後は申込期日前であっても変更はできません。

５． ［３ペア・４ペアで出場の場合］

オーダー提出前に相手チームにその旨告知すること。

オーダー順は、１番から順に出場のこと。

６． 女子の出場は３名以内とする。（ただし、クラブリーグ女子の部には出場できないものとする。）

７． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

参加費 １チーム　２０，０００円　

大会使用球 ダンロップ

申込 １部、２部、３部、４部、５部、６部、７部、８部、９部、１０部、１１部、１２部、１３部、１４部、１５部ともに

８月２８日（月）～９月１１日（月）までに申込むこと。

［部の構成］

１部 滑川 川口市役所 アキム 皆野 飯能 熊谷ホリデー

２部 坂戸ソフトテニス 川口ＩＳＣ 東山 上尾ＳＴＣ 所沢テニス 秩父ＣＯＣ

３部 日本信号 ＡGＥＯ 草加松原ＳＴＣ 本庄 桶川ＳＴＣ 上尾高ＯＢ

４部 さくらそう 浦和あづま 行田ＧＴＯ 朝霞市連盟 川越東魂 熊谷あかいらか

５部 大宮 浦和むつみ 曙ブレーキ 浦和ファミリー 深谷 川越ＦＴＣ

６部 浦和あかつき 吉見 富士見市連盟 鴻巣 草加本多 ふじみ野ＯＴＡ

７部 上福岡テニス 蕨テニス 所沢ペアート よの軟庭会 小川町庭球協会 川越ＭＴＣ

８部 春日部ソフトテニス 浦和フレンドリー 川越テニス 川口市勤労者 草加若葉会 わかくさ

９部 越谷 和光 大宮サンデー 杉戸 秩父ソフトテニス 心我流

１０部 川越みよし 倶楽部ＳＡＮＷＡ 東松山市役所 裏春日井 春日部ＮＣ 狭山

１１部 やまぼうしクラブ どっとＣ 所沢市民ソフトテニス 八潮テニス愛好会 松山ＯＢ 梶田クラブ川越

１２部 蕨グリーン 熊谷ＫＧＭ 白岡ＳＴＣ 熊谷ＡＣＴＩＶＥ 日高テニス 天草ＮＴＣ

１３部 ＪＲ東日本 松村組 チーム　Ｍ’ｓ 行田クラブ 皆野み～な 狭山入間川

１４部 入間ソフトテニス 霞ヶ関ＳＴＣ 秩父エラブル 朝日ソフト 熊谷 Ｋ．Ｓ．Ｕ

１５部 栗橋 ＴＹＴ 川越霞ヶ関 Ｏｙａｚｉ’ｚ

その他上記以外のチーム（リーグ戦又はトーナメントの予定）

その他 ※ 当日棄権は1部降格、参加申込無き場合及び失格のチームは２部降格になる。

※ オーダー用紙の記載は、フルネームおよび名簿№を記入のこと。

※ 前年度優勝クラブは、優勝カップを当日返還すること。

特別協賛 (株)ダンロップスポーツマーケティング　ソフトテニス事業部

10月8日(日) 8:00 秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ・県営ｺｰﾄ

10月9日(月) 8:00

10/15(日)同会場 開会 7:45

11/12(日)同会場 開会 7:45

期日
及び
会場 秩父ﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸ・県営ｺｰﾄ

会場 共通の予備日日時  開会式

◎第８回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ 男子の部◎



期日 受付　８：００ 開会  ８：３０ 予備日 [11月11日(土)]

会場 坂戸市市民総合運動公園 〒３５０－０２１２ 坂戸市石井１５５０

種別 ３５・４５男子／３５・４５女子

大会使用球 ケンコーボール

参加資格 申込時に審判員資格を持つ者。

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

他都道府県登録選手は出場できない。（ただし未登録者を除く）

参加費 ４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ９月 １１日（月）～９月２５日（月）までにで申込むこと。

期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [11月25日(土)]

会場 〒３５０－０８４８ 川越市下老袋３８８－１

種別 一般・３５・４５／シニア５０／５５／６０／６５／７０

大会使用球 ケンコーボール

参加資格 １． 日本学連登録者・高体連登録者・中体連登録者・小学連登録者（指導者を除く）は参加できない。

日本学連・高体連・中体連に登録していない大学生・高校生・中学生は一般とみなす。

２． 申込時に審判員資格を持つ者。

３． 一般の種別は、技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を必ず大会当日に行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

４． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

他都道府県登録選手及び学連登録選手は出場できない。（ただし未登録者を除く）

参加費 ４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） ９月２５日（月）～１０月９日（月）までに申込むこと。

その他 ＊本大会の一般の部はJAPAN FUN TENNIS POINT RANKING 【JFTP】の対象大会です。

＊大会結果に従いポイントが付与・集計され、JFTP サイト（https://www.jftp.jp/）に氏名が掲載されます。

＊JFTPは一般社団法人Japan Fun Tennis 協会が運営しており、

   頂いた個人情報はランキングの運営管理以外の目的では使用致しません。

＊ランキングには氏名のほか、ニックネームでの掲載も可能です。その場合、　jftp@lucent-corp.comあてに、

   「出場した大会名称」、「出場した大会日時」、　「氏名」、「ニックネーム」を記載し、

   「ニックネーム掲載希望」と記載してメールをお送り下さい。

◎埼玉県３５・４５選手権大会◎

10月29日(日)

◎埼玉県ミックス選手権大会◎

11月5日(日)

川越市川越運動公園テニスコート



期日 受付　８：１５ 開会  ８：４５ 予備日 [12月3日(日)]

会場 狭山市智光山公園テニスコート 〒３５０－１３３５ 狭山市柏原５６１

種別 男子１部・女子１部（技術等級の制限はありません）

男子２部・女子２部（技術等級２級以下）

大会使用球 アカエム

参加資格 １． 申込時に審判員資格を持つ者。

２． 技術等級の資格保持者であること。

ただし、無級者は参加可能ですが大会終了までに、会場で大会実績に基づく認定基準により

技術等級の申請を必ず大会当日に行ってください。「出場で４級の申請ができます。」

３． 中学３年生・高校３年生は誰でも出場可能。（ただし審判員資格を持つこと）

４． 中体連・高体連からの推薦にて、中体連男・女各８ペア、高体連男・女各１６ペア

５． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

６． 男子２部・女子２部の種別は、技術等級２級以下の者とする。また、中体連、高体連ペアは出場できない。

一般男・女２部の入賞者は翌年の同種別には出場できない。

７． 他都道府県登録選手及び学連登録選手は出場できない。（ただし未登録者を除く）

参加費 ４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） １０月１６日（月）～１０月３０日（月）までに申込むこと。

その他 ＊本大会の男子１部・女子1部はJAPAN FUN TENNIS POINT RANKING 【JFTP】の対象大会です。

＊大会結果に従いポイントが付与・集計され、JFTP サイト（https://www.jftp.jp/）に氏名が掲載されます。

＊JFTPは一般社団法人Japan Fun Tennis 協会が運営しており、

   頂いた個人情報はランキングの運営管理以外の目的では使用致しません。

＊ランキングには氏名のほか、ニックネームでの掲載も可能です。その場合、　jftp@lucent-corp.comあてに、

   「出場した大会名称」、「出場した大会日時」、　「氏名」、「ニックネーム」を記載し、

   「ニックネーム掲載希望」と記載してメールをお送り下さい。

◎第６回 ルーセント杯　埼玉県総合選手権大会◎

11月26日(日)



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [1月28日(日)]

会場 行田市総合公園庭球場 〒３６１－００６１ 行田市和田１１６５

種別 男子・女子

大会使用球 アカエム/ケンコーボール/ダンロップのいずれかにする

参加資格 ① 本年度関東予選 一般 上位１６ペア以内＋本大会推薦

② 本年度全日本社会人予選 一般 上位１６ペア以内＋本大会推薦

③ 本年度全日本選手権予選 一般 上位１６ペア以内＋本大会推薦

④ 本年度埼玉県シングルス選手権大会 上位 １６人以内

⑤ 本年度埼玉県総合選手権大会 上位１６ペア 以内

⑥ 中学生 男子・女子各８人以内。（中体連からの推薦による）

⑦ 高校生（１・２年生）男子・女子各８人以内。（高体連からの推薦による）

（注） 次年度全日本シングルス選手権大会予選会を兼ねる。（上位４名）　

関東シングルス選手権大会予選会を兼ねる。（上位４名）

全日本シングルス本大会まで県内のクラブへ登録していること。

参加費 シングルス　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）の場合は ６，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎、かつ予選会・本大会推薦を必ず分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） １２月１１日（月）～１２月２５日（月）までに申込むこと。

予選通過の場合 本大会出場資格を得た選手は必ず大会当日に本大会参加費と共に本大会の参加申込をすること。

全日本シングルス選手権大会の出場資格を得た選手は予選通過後、他県へ移動して他県登録

となった場合は、申込できない。

本大会を棄権する場合は、必ず事前に県連事務局へ連絡すること。

その他 関東シングルス選手権大会は 東京都　開催予定

全日本シングルス選手権大会は　北海道・東北（未定）

◎全日本シングルス選手権大会県予選兼関東シングルス選手権大会県予選会◎

1月21日(日)



期日 開場　６：３０ 受付　７：２０ 監督会議　８：００ 開会　８：３０

開場　７：３０ 受付　８：００ 開会　９：００

会場 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 〒３６０－０００４ 熊谷市上川上３００

種別 男子の部・女子の部 （団体戦）

大会使用球 アカエム/ケンコーボール/ダンロップのいずれかにする

参加資格 １． 同一所属のクラブ・事業所チームであること。ただしＡ・Ｂとして２チームまでの参加を認める。

（ただし、選手を兼ねない監督はこの限りではない）

（申込後のＡ・Ｂ間における選手の移動は認めない）

２． 1日目、２日目ともに選手変更及び選手の追加を認める。

３． 申込時に審判員資格を持つ者。（監督については日連登録し審判員資格を持つもの）

４． 学生の場合は、大会申込時までにクラブ登録（移籍）が済んでいること。

５． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

監督１名・選手４名以上８名以内でチームを編成する。

監督は、選手登録をすれば選手を兼ねることができる。（ただし、同一クラブに限る）

Ａ・Ｂ複数チーム及び男女複数チーム参加の場合は、監督の兼任はできない。

試合方法 男子・女子ともに３ペアによる点取り対抗戦。

※ ２ペアでの出場の場合は、オーダー提出前に相手チーム毎にその旨告知すること。

オーダー順は１番から順に出場のこと。

※ 組み合わせは、当日抽選とする。

※ 予選リーグ戦と決勝トーナメント戦により行う。

参加チーム数等によっては試合方法を変更する場合がある。

参加費 各種別　１２，０００円

申込 県連盟事務局まで申込むこと。申込ファイルを県連盟ホームページからダウンロードしご使用ください。

（ファイルはクラブ毎に分けて記入ください）

大会参加費払込みで申込みが完了となります。

（期　日） １２月２５日（月）～１月８日(月)までに申込むこと。

お願い 当日コート設営をおこないます、６：３０から開場いたしますのでコート設営にご協力お願いいたします。

2月3日(土)

2月4日(日)

チーム
編成

◎県民総合スポーツ大会・埼玉県インドア選手権大会◎



期日 受付　８：３０ 開会  ９：００ 予備日 [2月25日(日)]

会場 さいたま市浦和総合運動場 〒３３０－３２００ さいたま市浦和区元町１－２９－１０

種別 １． ６０才以上男子 （４月１日　現在）

２． ６０才以上女子 （４月１日　現在）

３． ６０才以上女子・７０才以上男子とのミックス （４月１日　現在）

大会使用球 アカエム

選出数 各種別　１ペア

参加資格 １． ６０才以上（昭和４０年４月１日以前に生まれた人）とする。

７０才以上（昭和３０年４月１日以前に生まれた人）とする。

２． スポ－ツ交流大会には一人一種目に限り参加できる。

３． 前年度にねんりんピックに出場した者は除く。

４． 選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。

５． 他都道府県登録選手は出場できない。（ただし未登録者を除く）

その他 ２０２４年度全国大会は鳥取県米子市開催予定。

参加費 各種別　４，０００円　会員登録制度の未登録者（申込時）が含まれる場合は ６，０００円

申込 所定のフォーマットにて１月８日（月）～１月 ２２日(月)までにメールで県連盟事務局まで申込むこと。

◎ねんりんピック県予選会◎

2月18日(日)



期日 受付 ８：３０ 開会 ９：００ 予備日 [3月31日(Sun)]

会場

期日

会場

種別 １．

２．

大会使用球

参加資格 １．

２．

（参加区分）

イ）勤務地

ウ）ふるさと

注

注

※

問合せ先 ＴＥＬ

選出方法 １次予選会 各２名

２次予選会

参加費

申込

注）

※

〒３６０－０８３２ 熊谷市小島１５７－１

２次予選会 シングルス

令和６年度実施のため未定

成年男子（大学生含む）

成年女子（大学生含む）

ケンコーボール・アカエム・ダンロップのいづれか

この大会の出場については審判員及び技術等級の資格は不要です。

下記のいずれかが県内の者（社会人、大学生等）。

ア）居住地を示す現住所

（出身中学校または高等学校の所在地が埼玉県内）

申込ファイルにア）～ウ）の参加区分を必ず記入すること。

参加区分ウ）ふるさとを活用し参加希望する選手は事前に強化委員長の承認が必要です。

選手は指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。未登録者は、「所属名」を「フリー」とする。

強化委員長 及川 哲也

総合的に判断し、強化委員会で決定する。

各種別 ４，０００円

所定のフォーマットにて、２月 １９日(月)～３月４日（月）までにメールで県連盟事務局まで申込むこと。

「ふるさと」で参加する選手は、申込と同時に「ふるさと登録申請書」を県連事務局

に送付して下さい。（押印欄があるため郵送か持参のこと 期限必着）

「ふるさと登録申請書」は、県連ホームページを参照のこと

3月24日(日)

熊谷さくら運動公園 テニスコート

０８０－３９１２－８０３４

（1次予選会通過者＋１次予選会免除選手）

※1次予選会免除選手は強化委員会が決定する。

※１次予選会通過者が２次予選会までに参加資格を喪失した場合は参加できない

以上、２次予選会出場の選手から国体チームを編成し、強化合宿、対外試合等の成績を

◎県民総合スポーツ大会・国民体育大会予選会◎

1次予選会 シングルス



◎ 下記大会において前年度の成績等において本大会参加資格を有する選手は、締切日までに

県連事務局まで申し込むこと。

参加資格 各大会の参加資格等は、本年度の大会実施要項（公財）日本ソフトテニス連盟発行別冊子

又は、（公財）日本ソフトテニス連盟ホームページ等でご確認下さい。

埼玉県締切日

3月30日(木) 2023年5月13日 ～14日

3月6日(月) 2023年5月28日 ～29日

4月17日(月) 2023年6月10日 ～11日

4月24日(月) 2023年7月15日 ～16日

4月17日(月) 2023年7月28日 ～30日

6月4日(日) 2023年8月3日 ～6日

6月26日(月) 2023年9月2日 ～3日

7月17日(月) 2023年9月23日 ～24日

7月2日(日) 2023年9月15日 ～17日

8月21日(月) 2023年11月17日 ～19日

8月28日(月) 2023年10月20日 ～10月22日

8月28日(月) 2023年10月21日 ～10月22日

10月30日(月) 2023年11月30日 ～3日

11月13日(月) 2023年12月23日 ～24日

（個別対応） 2024年1月28日

大会名 本大会開催予定日

全日本シングルス選手権大会

会場

岡山県　備前市

◎その他の県外大会一覧◎

日本連盟・関東連盟・東日本連盟主催・主管大会　締切日・開催日

全日本実業団選手権大会

全日本小学生選手権大会

全日本社会人選手権大会

全日本シニア選手権大会

日本スポーツマスターズ2023

天皇賜杯・皇后賜杯・全日本選手権大会

日本実業団リーグ

全日本クラブ選手権大会

ＳＴリーグ

ＳＴリーグ入替戦

全日本インドア選手権大会

愛知県　豊橋市

広島県　福山市

大阪府　大阪市

兵庫県　神戸市

福岡県　福岡市

静岡県　静岡市　浜松市

福井県　越前市

東京都　江東区

京都府　福知山市

千葉県　白子町

関東選手権大会 千葉県　白子町　

全日本ミックスダブルス選手権大会 奈良県

東日本選手権大会 秋田県　秋田市　大仙市　横手市

佐賀県　唐津市



　
期　日 令和５年５月３日（水祝）開会　８：３０

（開場予定：７：３０）

会　場 会場 熊谷スポーツ文化公園　彩の国くまがやドーム 

〒３６０－０００４　　 　　熊谷市上川上３００ 

主催 埼玉県ソフトテニス連盟

主管 埼玉県小学生ソフトテニス連盟

種　別 男子ダブルスの部 女子ダブルスの部

ルール （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる

ベンチコーチは無しとする。

参加数 各クラブ男子ダブルスの部　　　４ペア（８人）以内

各クラブ女子ダブルスの部　　　４ペア（８人）以内

参加資格 保護者の承諾が得られた者。

連盟会員登録済みであること。

オープン参加は不可とする。

全国小学生大会（白子）に出場したペアに別枠で予選会の出場権を与える。

但し、どちらか一方の場合を除く。

※混成ペアの比率及び序列については、本大会においては制限しない。

参加料 １ペア　　２，０００円

※混成ペアの場合は申込みチームから支払う。

試合方法 予選リーグ（５ゲーム）及び決勝トーナメント（５ゲームまたは７ゲーム）によるものとし、

上位２ペア（１、２位）を除く、ベスト８以内ペアによる順位決定戦を行うものとする。

審判 各コート第１試合は指定審判とし、第2試合からは前の試合終了の敗者審判とする。

申込先 　　　　　ジュニア専用「大会申込書」のＥｘｃｅｌファイルにより、各種別実力上位順に作成の上申し込むこと。

大会申込専用メールアドレス）　  taikai@saitama-jr-sta.org

⇒小学生連盟のホームページ「大会申込書」を使用する事。（ＰＤＦによる申込みはご遠慮下さい。）

参加料振込先

　郵便振替：郵便口座番号／００１６０－９－５８７０３９

　埼玉県小学生ソフトテニス連盟

申込期限 令和５年４月１日（土）～令和５年４月８日（土）

特記事項 ・参加者は新型コロナウイルス感染防止対策に協力すること。

　　 （検温の実施、健康チェックシートの提出等）

・本大会に係わる映像・画像等の広報についての活用と一切の権利については連盟に帰属し、

　　 承諾するものとする。

・本予選会上位入賞ペア（ベスト８）の研修大会への参加は不可とします。

その他 ・参加者は、日頃より感染症対策及び健康管理には十分留意すること。

・コート内以外の場所ではマスクを必ず着用して下さい！（あごにかける×、鼻がでている×）

・待機場所はドーム内は不可とし、屋外で間隔を空けてクラブ単位で場所を確保すること。

・ジュニア審判修得者は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを

　左胸に着用すること。

・特に優秀と認められる男子・女子各４ペアを全日本小学生大会及び関東小学生ソフトテニス

　選手権大会個人戦と団体戦高学年の部Ａチームとして推薦する。又、ベスト８（５位～８位）の

　４ペアは関東小学生ソフトテニス選手権大会個人戦と高学年の部Ｂチームとして推薦する。

・選手は、(公財）日本ソフトテニス連盟で指定されたゼッケンを四隅止めすること。

◎全日本小学生選手権大会予選会◎



（低学年(４年生以下）男女は兼関東大会予選）

期　日 令和５年６月４日（日）開会　８：３０

（開場予定：７：３０）

会　場 会場 熊谷スポーツ文化公園　彩の国くまがやドーム 

〒３６０－０００４　　 　　熊谷市上川上３００ 

主催 埼玉県ソフトテニス連盟

主管 埼玉県小学生ソフトテニス連盟

種　別 低学年（４年以下）男子の部ダブルス 高学年（５・６年）男子の部ダブルス

低学年（４年以下）女子の部ダブルス 高学年（５・６年）女子の部ダブルス

ルール （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる

監督またはコーチ1名のベンチ入りを認める。原則、２級審判以上保有者とする。

（高学年については極力、ベンチコーチ無しでお願いいたします。。）

参加数 参加希望数により参加数の調整及び試合方法を調整予定

参加資格 保護者の承諾が得られた者。

全日本小学生大会予選会の上位入賞者（ベスト８）でない者

※低学年が全日本小学生大会予選会に参加した場合は、高学年の部への参加を認める。

参加料 １ペア　　２，０００円 会員登録制度の未登録者が含まれる場合は１ペア　　３，０００円

試合方法 ゲーム及び審判実技研修（トーナメント戦もしくは３～４ペアの予選リーグ及び決勝トーナメント）

審判 各コート第１試合は指定審判とし、第2試合からは前の試合終了のペアから1名ずつで

審判にあたる。決勝トーナメントはマッチ直前の敗者審判とする。

申込先 　　　　　ジュニア専用「大会申込書」のＥｘｃｅｌファイルにより、各種別実力上位順に作成の上申し込むこと。

大会申込専用メールアドレス）　  taikai@saitama-jr-sta.org

⇒小学生連盟のホームページ「大会申込書」を使用する事。（ＰＤＦによる申込みはご遠慮下さい。）

参加料振込先

　郵便振替：郵便口座番号／００１６０－９－５８７０３９

　埼玉県小学生ソフトテニス連盟

申込期限 令和５年５月４日（木）～令和５年５月１３日（土）

特記事項 ・参加者は新型コロナウイルス感染防止対策に協力すること。

　　 （検温の実施、健康チェックシートの提出等）

・本大会に係わる映像・画像等の広報についての活用と一切の権利については連盟に帰属し、

　　 承諾するものとする。

その他 ・参加者は、日頃より感染症対策及び健康管理には十分留意すること。

・コート内以外の場所ではマスクを必ず着用して下さい！（あごにかける×、鼻がでている×）

・待機場所はドーム内は不可とし、屋外で間隔を空けてクラブ単位で場所を確保すること。

・ジュニア審判修得者は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを

   左胸に着用すること。

・特に優秀と認められる低学年男子・女子各４ペアを関東小学生ソフトテニス選手権大会

　個人戦に推薦する。

・選手は、(公財）日本ソフトテニス連盟で指定されたゼッケンを四隅止めすること。

◎県総体・埼玉県ジュニア（個人）研修大会◎



期　日 令和５年１０月１５日（日）開会　８：３０

（開場予定：７：３０）

会　場 会場 熊谷スポーツ文化公園　彩の国くまがやドーム 

〒３６０－０００４　　 　　熊谷市上川上３００ 

主催 埼玉県ソフトテニス連盟

主管 埼玉県小学生ソフトテニス連盟

種　別 高学年（５・６年）男子 高学年（５・６年）女子

低学年（４年以下）男子 低学年（４年以下）女子

ルール （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる

クラブ対抗戦とする。

監督またはコーチ1名のベンチ入りを認める。原則、２級審判以上保有者とする。

※監督またはコーチは大会参加申込み時に合せて申込む。

・１チームの構成は４名以上、８名以下とする。 ・４名以上チームメンバーがいること。

・１チーム２ペアで試合は成立する。３ペア目がいない場合は、その試合のみがオープンとなる。

　（オープン試合は、第３試合とする。）

　・尚、混成チームでの出場は、参加ペア不足の救済として認めるがオープン扱いとする。

　・大会当日の自チーム申込みチーム間の選手変更は不可。

参加数 カテゴリー関係なしの４チームまでとする。（例として　高男１、高女３低男０、低女０）　　　　

参加資格 保護者の承諾が得られた者。

審判が出来ること（正審・副審とも）

参加料 １チーム　６，０００円

会員登録制度の未登録者が含まれる場合は１チーム　９，０００円

試合方法 １チーム３ペア編成の団体戦の予選リーグ及び決勝トーナメント戦（点取り法）を予定。

※参加チーム数によりに試合方法が変更する場合もあります。 　

審判 各試合相互審判とする。

申込先 　　　　　ジュニア専用「大会申込書」のＥｘｃｅｌファイルにより、各種別実力上位順に作成の上申し込むこと。

大会申込専用メールアドレス）　  taikai@saitama-jr-sta.org

⇒小学生連盟のホームページ「大会申込書」を使用する事。（ＰＤＦによる申込みはご遠慮下さい。）

参加料振込先

　郵便振替：郵便口座番号／００１６０－９－５８７０３９

　埼玉県小学生ソフトテニス連盟

申込期限 令和５年９月８日（金）～令和５年９月２２日（金）

特記事項 ・参加者は新型コロナウイルス感染防止対策に協力すること。

　　 （検温の実施、健康チェックシートの提出等）

・本大会に係わる映像・画像等の広報についての活用と一切の権利については連盟に帰属し、

　　 承諾するものとする。

その他 ・参加者は、日頃より感染症対策及び健康管理には十分留意すること。

・コート内以外の場所ではマスクを必ず着用して下さい！（あごにかける×、鼻がでている×）

・待機場所はドーム内は不可とし、屋外で間隔を空けてクラブ単位で場所を確保すること。

・ジュニア審判修得者は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを

   左胸に着用すること。

・選手は、(公財）日本ソフトテニス連盟で指定されたゼッケンを四隅止めすること。

◎～彩の国教育の日関連事業～埼玉県ジュニア（団体）研修大会◎



期日 令和５年１１月１９日（日）開会　８：３０ 予備日：令和５年１１月２３日（木祝）

（開場予定：７：３０）

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート  

〒３６０－０８３２　熊谷市小島１５７番地

主催 埼玉県ソフトテニス連盟

主管 埼玉県小学生ソフトテニス連盟

種　　　別 ５年生の部 男子ダブルス ４年生以下の部 男子ダブルス

５年生の部 女子ダブルス ４年生以下の部 女子ダブルス

（学年は本年４月１日を基準とする。）

※ペアで学年が異なる場合は、上の学年に合わせる。

ルール （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる

参加数 各種別各クラブ４ペア（８人）以内

参加資格 保護者の承諾が得られた者。

連盟会員登録済みであること。

オープン参加は不可とする。

全日本小学生大会に出場したペア（５年生以下）には別枠で予選会の出場権を与える。

但し、どちらか一方の場合を除く。

※混成ペアの比率及び序列については、本大会においては制限しない。

参加料 １ペア　　２，０００円

試合方法 予選リーグ（５ゲーム）及び決勝トーナメント（５ゲームまたは７ゲーム）によるものとし、

上位２ペア（１、２位）を除く、ベスト８以内ペアによる順位決定戦を行うものとする。

審判 各コート第１試合は指定審判とし、第2試合からは前の試合終了のペアから1名ずつで

審判にあたる。決勝トーナメントはマッチ直前の敗者審判とする。

申込先 　　　　　ジュニア専用「大会申込書」のＥｘｃｅｌファイルにより、各種別実力上位順に作成の上申し込むこと。

大会申込専用メールアドレス）　  taikai@saitama-jr-sta.org

⇒小学生連盟のホームページ「大会申込書」を使用する事。（ＰＤＦによる申込みはご遠慮下さい。）

参加料振込先

　郵便振替：郵便口座番号／００１６０－９－５８７０３９

　埼玉県小学生ソフトテニス連盟

申込期限 令和５年１０月１３日（金）～令和５年１０月２７日（金）

特記事項 ・参加者は新型コロナウイルス感染防止対策に協力すること。

　　 （検温の実施、健康チェックシートの提出等）

・本大会に係わる映像・画像等の広報についての活用と一切の権利については連盟に帰属し、

　　 承諾するものとする。

その他 ・参加者は、日頃より感染症対策及び健康管理には十分留意すること。

・コート内以外の場所ではマスクを必ず着用して下さい！（あごにかける×、鼻がでている×）

・ジュニア審判修得者は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを

   左胸に着用すること。

・特に優秀と認められる種別の男子・女子各４ペアを全国小学生大会に推薦する。

※全国小学生大会：２０２４年３月２９日（金）～３１日（日）　千葉県白子町開催。

・選手は、(公財）日本ソフトテニス連盟で指定されたゼッケンを四隅止めすること。

◎全国小学生大会県予選会◎



期日 令和５年１２月３日（日）　開会　８：３０　　 予備日：令和５年１２月１０日（日）

（開場予定：７：３０）

会場 熊谷さくら運動公園 テニスコート

〒３６０－０８３２　熊谷市小島１５７番地

主催 埼玉県ソフトテニス連盟

主管 埼玉県小学生ソフトテニス連盟

種別 男子の部 ：６年生の部／５年生以下の部

女子の部 ：６年生の部／５年生以下の部

ルール （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる

監督またはコーチ1名のベンチ入りを認める。原則、２級審判以上保有者とする。

参加数 男子の部４名（男子６年生の部２名、男子５年生以下の部２名）

女子の部４名（女子６年生の部２名、女子５年生以下の部２名）

参加資格 保護者の承諾が得られた者。

連盟会員登録済みであること。

埼玉県小学生ソフトテニス連盟からの推薦者。

　　　　　（全日本小学生大会に出場したペアには別枠（６年生⇒６年生、５年生⇒５年生以下）で

予選会の出場権を与える。）

参加料 １人　１，５００円 会員登録制度の未登録者が含まれる場合は１人　　２，２５０円

試合方法 トーナメントとする。（但し、１回戦敗者によるコンソレーションを行う予定）

※本件の上位大会の要項や申込み数等により種別を変更する場合もあります。

審判 各コート第１試合は指定審判とし、第2試合からは試合が終わった選手2名で審判を行う。

申込先 　　　　　ジュニア専用「大会申込書」のＥｘｃｅｌファイルにより、各種別実力上位順に作成の上申し込むこと。

大会申込専用メールアドレス）　  taikai@saitama-jr-sta.org

⇒小学生連盟のホームページ「大会申込書」を使用する事。（ＰＤＦによる申込みはご遠慮下さい。）

参加料振込先

　郵便振替：郵便口座番号／００１６０－９－５８７０３９

　埼玉県小学生ソフトテニス連盟

申込期限 令和５年１０月１３日（金）～令和５年１０月２７日（金）

特記事項 ・参加者は新型コロナウイルス感染防止対策に協力すること。

　　 （検温の実施、健康チェックシートの提出等）

・本大会に係わる映像・画像等の広報についての活用と一切の権利については連盟に帰属し、

　　 承諾するものとする。

その他 ・参加者は、日頃より感染症対策及び健康管理には十分留意すること。

・コート内以外の場所ではマスクを必ず着用して下さい！（あごにかける×、鼻がでている×）

・ジュニア審判修得者は公認審判員ワッペンを携行し、審判を担当するときはワッペンを

   左胸に着用すること。

・特に優秀と認められる種別の男子・女子各２名を全国小学生大会に推薦する。

※全国小学生大会：２０２４年３月２９日（金）～３１日（日）　千葉県白子町開催。

・選手は、(公財）日本ソフトテニス連盟で指定されたゼッケンを四隅止めすること。

　 　

◎第１２回埼玉県小学生シングルス選手権大会兼全国小学生大会県予選会◎



期 日 4月12日(水) 開会  ９：００ 予備日 [4月27日(木)]

会 場

種 別 すみれ 年齢制限無し さつき ７０才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） も   も ８０才以上（4月1日現在）

き　 く ５５才以上（4月1日現在） ふじＡ ２級

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふじＢ ３級

は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在） ふじＣ ４級、無級

ふじＳ

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

期 日 5月10日(水) 開会  ９：００ 予備日 [5月18日(木)]

会 場

種 別

※

参 加 資 格 60才以上の女性

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 レディース会員1人２,０００円　非会員1人３，０００円

申 込 申込書に必要事項を記入し、事務局まで郵送して下さい。

参加費は郵便振替でお願いします。

申 込 締 切 4月7日（金）～4月21日（金）必着

※令和４年度総会にて、大会要項と申込書をお渡しいたします。

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

◎春季レディース大会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

２級以下６5才以上（4月1日現在）

3月16日(木)～3月30日(木)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎トリプルオープン大会（ひまわりの部）◎

ひまわり180才以上の部（４月1日現在60才以上3人の合計）

ひまわり210才以上の部（４月1日現在70才以上3人の合計）

ひまわり225才以上の部（４月1日現在75才以上3人の合計）

組合せは抽選にて行う



期 日 5月10日(水) 開会  ９：００ 予備日 [5月18日(木)]

会 場

種 別 すみれ 年齢制限無し

ば   ら ３５才以上（4月1日現在）

ゆ   り ４５才以上（4月1日現在）

き   く ５５才以上（4月1日現在）

ふじ Ａ ２級

ふじ Ｂ ３級

ふじ Ｃ ４級、無級

ふじ Ｓ 2級以下65才以上（4月1日現在）

参 加 資 格 1. 18才以上の女性（学連登録者を除く）

2. 令和4年(第44回)大会でベスト4に入賞していない者。

3. 令和5年4月1日以前に住民登録し、以降居住していること

4. （公財）日本ソフトテニス連盟、日本レディースソフトテニス連盟の会員登録に

関係なく参加することができる。

選 出 数

ふじブロックは県大会のみ

参 加 費 各種別　４，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

そ の 他 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

この大会においては、ユニホームから露出するスパッツの着用を認める。

本大会は、8月22日（火）～24日（木） 愛知県一宮市 開催

◎全日本レディースソフトテニス決勝大会埼玉県予選会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

すみれ・ばら・きくは上位1ペア、ゆりは上位2ペアを選出し、埼玉県代表チームを編成する。

4月7日(金)～4月21日(金)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



期 日 5月23日(火) 開会 　９：００ 予備日 [5月31日(水)]

会 場 東松山市 東松山庭球場 〒355-0005 東松山市松山2681

種 別 すみれ 年齢制限無し さつき ７０才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） も   も ８０才以上（4月1日現在）

き　 く ５５才以上（4月1日現在） ふじＡ ２級

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふじＢ ３級

は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在） ふじＣ ４級、無級

ふじＳ

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

春季レディース大会の上位入賞者（第３位まで）は除く。

ただし、ふじブロックについては年齢別への出場を認める。

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

期 日 6月15日(木) 開会 　９：００ 予備日 [6月21日(水)]

会 場 熊谷さくら運動公園 テニスコート　　　〒360-0832 熊谷市大字小島157-1

種 別 すみれ 年齢制限無し さつき ７０才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） ふじＡ ２級

き　 く ５５才以上（4月1日現在） ふじＢ ３級

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふじＣ ４級、無級

は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在） ふじＳ

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

春季・西部レディース大会の上位入賞者（第3位まで）は除く。

ただし、ふじブロックについては年齢別への出場を認める。

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

◎北部レディース大会◎

◎西部レディース大会◎

２級以下６5才以上（4月1日現在）

5月1日(月)～5月12日(金)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

２級以下６5才以上（4月1日現在）

5月31日(水)～6月6日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



期 日 6月27日(火) 開会 　９：００ 予備日 [7月5日(水)]

会 場

種 別 一般の部 （年齢制限なし）

３５／４５

シニア／５０／５５／６０／６５／７０／７５

推 薦 令和4年度本大会上位8本以上のペアは推薦とする。(同一ペア・同一種別に限る）

予選会に申込みのない場合は推薦になりません。

参 加 資 格 1. 日本連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者は除く）

2. 審判員資格を持つもの。

3. 技術等級無級の方は、大会終了までに大会実績に基ずく認定基準により技術等級の

申請をしてください。（出場で4級の申請ができます。）

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

※ この大会においては、ユニホームから露出するスパッツ等の着用を認める。

参 加 費 各種別　４，０００円　（未登録者を含む場合は8,000円）

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

そ の 他 本大会は、9月26日（火）～ 27日（水）熊谷さくら運動公園 開催

予備日[10月3日（火）～ 4日（水）］

期 日 6月27日(火) 開会 　９：００ 予備日 [7月5日(水)]

会 場

種 別 ふじＡ ２級

ふじＢ ３級

ふじＣ ４級、無級

ふじS 2級以下65才以上

参 加 資 格 １８才以上の女性（学連登録者は除く）

レディース連盟未登録者の参加可

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別1ペア　２，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

◎県民総合スポーツ大会兼関東レディース選手権大会　埼玉県予選会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

6月7日(水）～6月13日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎レディース普及大会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

6月7日(水）～6月13日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



期 日 7月10日(月) 開会 　９：００ 予備日 [7月19日(水)]

会 場

種 別 すみれ 18才以上（学連を除く） き   く ５５才以上（4月1日現在）

ば   ら ３５才以上（4月1日現在） あやめ ６０才以上（4月1日現在）

ゆ   り ４５才以上（4月1日現在） ふ   じ 年齢制限無し

２級、３級、４級、無級

選 出 数

参 加 資 格 埼玉県レディースソフトテニス連盟会員であること。

1. 下記の大会でベスト4に入賞した選手を除く。

全日本シニア、全日本社会人、東日本、関東選手権

インカレ、インターハイ、ハイスクールジャパンカップ

2. 今年度下記の大会に出場した選手を除く。

国体、全日本レディース決勝大会

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

そ の 他 本大会は、10月21日（土）群馬県前橋市　ALSOKぐんま総合スポーツセンターにて開催

期 日 7月10日(月) 開会 　９：００ 予備日 [7月19日(水)]

会 場

種 別 あやめ ６０才以上（4月1日現在）

は  ぎ ６５才以上（4月1日現在）

さつき ７０才以上（4月1日現在）

選 出 数

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する60才以上の女性

今年度、全日本レディース決勝大会及び関東レディース大会代表の者を除く。

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

そ の 他 本大会は、10月10日(火)～12(木)千葉県千葉市　フクダ電子ヒルスコートにて開催　

6月16日(金）～6月23日(金)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎関東レディース大会 埼玉県予選会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

各種別上位１ペア（ふじは２ペア）を選出し、選出された7ペアにより埼玉県代表チームを編成する。

◎全日本レディース決勝大会シニアの部 埼玉県予選会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

あやめ・はぎは上位2ペア、さつきは上位1ペアを選出し、埼玉県代表チームを編成する。

6月16日(金)～6月23日(金)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



期 日 7月28日（金）～　７月29日（土）

会 場 香川県

種 別 すみれ 年齢制限無し は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さつき ７０才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

き　 く ５５才以上（4月1日現在） も   も ８０才以上（4月1日現在）

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふ 　じ 初心者年齢制限無し

参 加 資 格 18才以上の女性（学連登録者を除く）

ふじブロック（過去にベスト4入賞者、年齢別ブロックに出場した者は、年齢別ブロックに

エントリーする事）

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 1名につき　４，０００円

（ただし、レディース連盟非会員は1名につき７，０００円）

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

期 日 9月5日(火) 開会  ９：００ 予備日 [9月13日(水)]

会 場

種 別 Ａ ふじ（2級以下）　　　　 （3ペア1チームの団体戦）

Ｂ カトレア（制限無し）　　　　　　 （同一所属3ペア1チームの団体戦）

　　※ 申込時ふじまたは、カトレアの記入をすること。

参 加 資 格 1. 18才以上の女性（学連登録者を除く）

2. 埼玉県レディース連盟登録クラブで未登録者の出場可

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

研 修 方 法 予選リーグ後、順位リーグ又はトーナメント

参 加 費 １名　１，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

◎全日本レディース大会 個人戦◎

4月1日(土)～4月14日（金）までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎レディース研修大会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

8月15日(火）～8月22日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



会 場

期 日 10月10日(火) 開会 　９：００

10月11日(水) 開会 　９：００

10月12日(木) 開会 　９：００

10月13日(金) 開会 　９：００

11月15日(水) 開会   ９：００

参 加 資 格 1. 同一所属クラブチームである事。(会員登録制度の未登録者は参加できない)

ただし、選手を兼ねていない監督はこの限りではない。

2. 1クラブ1チーム、5ペアの点取り法とし、3ペアより参加可。

出場者全員が申込時に審判員資格を所持のこと。

3. 参加申込書に記載のない選手は出場を認めない。

（申込締切後の追加登録を認めないので、出場予定の選手は全員明記のこと。

　人数制限は無い。）

4. ［3ペア・4ペアの場合］

受付時に本部に申し出ること。（受付以降ペア数を増やすことはできない。）

オーダー提出前に相手チームにその旨を告知すること。

オーダー順は、1番から順に出場のこと。

5. クラブリーグ男子の部に出場していない者に限る。

6. 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 1チーム　２０，０００円

試 合 球 ダンロップ

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

［部の構成］

１部 所沢ペアート 川口クラブ 富士見市連盟 朝霞市連盟 熊谷クラブ 上尾IMUA

２部 東松山レディス 蕨サリク 川口婦人クラブ 岩槻すみれ 天沼ファミリー ふじみ野OTA

３部 浦和テニス 加須婦人クラブ 北本メイツ 川口新郷婦人 三郷団地クラブ 草加松原

４部 浦和けやき 越谷婦人STC 川越フラワーズ 春日部フレンズ 大宮ジンジャー 杉戸STA

５部 川越リバー 皆野ソフトテニス 鷲宮コスモス 所沢市民クラブ 草加フジクラブ 深谷ラリー

６部 大宮スピン 芝婦人テニスクラブ 大宮ミントクラブ 浦和むつみ 坂戸ソフトテニス 天草ＮＴＣ

７部 桶川STC 飯能ママさん 霞が関テニス同好会 浦和リバース ふじみ野レディース 上尾尾山台

８部 所沢葵クラブ 大宮スカイブルー 上尾もみじ 栗橋テニスクラブ 大宮クラブ Nextテニスクラブ

９部 所沢ゲィリー 川越テニスクラブ 蓮田ファミリー 上尾双葉台 岩槻チェリー 鴻巣レディス

１０部 大宮グリーン 川口北婦人

そ の 他 ※ 当日棄権は、1部降格、参加申込無き場合及び規則違反のチームは2部降格とする。

特 別 協 賛 ※ (株)ダンロップスポーツマーケティング　ソフトテニス事業部

～ソフトテニス週間関連事業～

◎第8回 DUNLOP CUP 埼玉県クラブリーグ 女子の部◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

1部、2部、3部

4部、5部

6部、7部

8部、9部、10部

共通予備日

9月4日(月）～9月11日(月)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申し込み

9部・10部はエントリー数により組み合わせ、リーグ戦又はトーナメント戦で行う



期 日 11月9日(木) 開会 　９：００ 予備日 [11月17日(金)]

会 場

種 別 すみれ　　 年齢制限無し さつき ７０才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） も   も ８０才以上（4月1日現在）

き　 く ５５才以上（4月1日現在） ふじＡ ２級

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふじＢ ３級

は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在） ふじＣ ４級、無級

ふじＳ

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 各種別　３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

期 日 11月27日(月) 開会 　９：００ 予備日 [12月5日(火)]

会 場

種 別 Ａ ふじ（2級以下）

ペアまたは個人の申し込み（埼玉県レディース連盟未登録者の出場可）

Ｂ カトレア（制限なし）

個人の申し込みのみ（埼玉県レディース連盟会員）

※ 申込時にふじまたはカトレアの記入をすること。

※ 本部抽選を行い、チーム（3ペア）編成し団体戦を行う。

参 加 資 格 18才以上の女性（学連登録者を除く）

※ 埼玉県レディースソフトテニス連盟未登録者の参加可

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 1名につき　１，５００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

10月14日(土)～10月21日(土)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎秋季レディース大会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

２級以下６5才以上（4月1日現在）

◎レディース級別大会◎

県営大宮第2公園 テニスコート　　　〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-405

11月7日(火）～11月14日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



期 日 12月4日(月) 開会 　９：００ 予備日 [12月12日(火)]

会 場 東松山市 東松山庭球場 〒355-0005 東松山市松山2681

種 別 ブルーの部 年齢制限なし

グリーンの部 ４５才以上　（4月１日現在）

ホワイトの部 ５５才以上　（4月1日現在）

選 出 数 ブルーの部 1ペア

グリーンの部 1ペア

ホワイトの部 １ペア

参 加 資 格 埼玉県レディース連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 ３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

そ の 他 ※ 本大会は、令和6年2月6日(金）東京体育館 開催予定

令和6年

期 日 2月24日(土) 開会  ９：００ 予備日 [3月2日(土)]

会 場 熊谷さくら運動公園 テニスコート　　　〒360-0832 熊谷市大字小島157-1

種 別 すみれ　　 年齢制限無し さつき ７０才以上（4月1日現在）

ば 　ら ３５才以上（4月1日現在） さ く ら ７５才以上（4月1日現在）

ゆ　 り ４５才以上（4月1日現在） も   も ８０才以上（4月1日現在）

き　 く ５５才以上（4月1日現在） ふじＡ ２級

あやめ ６０才以上（4月1日現在） ふじＢ ３級

は　 ぎ ６５才以上（4月1日現在） ふじＣ ４級、無級

ふじＳ

参 加 資 格 埼玉県ソフトテニス連盟に登録する18才以上の女性（学連登録者を除く）

ふじＡ、Ｂ、Ｃ、Ｓについては令和４年度各レディース大会に参加していること、その他

レディース連盟が認めた者。

※ 選手はゼッケンを着用のこと。(日本連盟規定3段の物）

参 加 費 ３，０００円

申 込

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

◎関東選抜レディースソフトテニス大会 選考会◎

11月7日(火）～11月14日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込

◎埼玉県レディース選手権大会◎

２級以下６5才以上（4月1日現在）

1月29日(月）～2月13日(火)までにレディース連盟指定フォーマットにて下記アドレスへ申込



※ 埼玉県レディースソフトテニス連盟会員名簿、日本レディース連盟会員名簿をレディース連盟

指定フォーマットにて下記の大会申込専用アドレスへメールしてください。

会費1人１５００円を郵便振替で下記口座へお振込みをお願い致します。

※ 名簿、会費とも３月３０日（金）までにお願いします。

※ 各欄は明記してください。（「〃」は使わないこと）

※ TEL欄は、連絡の取れる番号を書き入れてください。

※ 所属クラブが変わった場合、その旨を記入してください。
※

※

※ 参加費は郵便振替で下記口座へお振込みをお願い致します。

大会申込専用アドレス　　entry@saitama-ladies-softtennis.com

振込先

ゆうちょ銀行

加入者名　埼玉県レディースソフトテニス連盟

口座記号番号　００２９０－５－９０５７６　　　　　　　

振込用紙の通信欄に大会名、クラブ名、種別、ペア数を明記してください。

事務局　　〒359-0003　　所沢市中富南3-6-10　　牧野竹子

事務局メールアドレス　　info@saitama-ladies-softtennis.com

受付期間内にレディース連盟指定フォーマットにて、大会申込専用アドレスへ申込みください。

会員登録について

追加は随時受け付けます。上記の手順で名簿は追加分のみ送付してください。

大会申込について



大会名 記載頁
申込

開始日
申込

締切日
担当者名

加入者名
（口座名義）

郵便口座番号

1 関東選手権大会県予選会 22 2月20日(月) 3月6日(月)

2 全日本ミックスダブルス選手権大会県予選会 23 3月13日(月) 3月27日(月)

3 県南・北選手権大会 24 3月20日(月) 4月3日(月)

4 全日本実業団選手権大会県予選会 25 4月3日(月) 4月17日(月)

5 埼玉県春季シニア選手権大会 25 4月3日(月) 4月17日(月)

6 国民体育大会県予選会 26 3月14日(火) 4月17日(月)

7 東日本選手権大会 40 4月10日(月) 4月24日(月)

8 全日本社会人選手権大会県予選会 27 5月8日(月) 5月22日(月)

9 サンワカップ・全日本選手権大会県予選会 28 5月15日(月) 5月29日(月)

10 日本スポーツマスターズ県予選会 29 4月24日(月) 5月8日(月)

11 埼玉県級別大会 30 6月5日(月) 6月19日(月)

12 日本スポーツマスターズ県予選会　（ミックス） 29 6月14日(水) 6月28日(水)

13 全日本シニア選手権大会 40 7月3日(月) 7月17日(月)

14 埼玉県シニア選手権大会 31 7月24日(月) 8月7日(月)

15 DUNLOP CUP・市町村対抗戦　（団体戦） 32 8月7日(月) 8月21日(月)

16 全日本クラブソフトテニス選手権大会 40 8月14日(月) 8月28日(月)

17 ケンコーカップ・埼玉県シングルス選手権大会 32 8月28日(月) 9月11日(月)

18 DUNLOP CUP・埼玉県クラブリーグ男子 （団体戦） 33 8月28日(月) 9月11日(月)

19 埼玉県３５・４５選手権大会 34 9月11日(月) 9月25日(月)

20 埼玉県ミックス選手権大会 34 9月25日(月) 10月9日(月)

21 ルーセント杯・埼玉県総合選手権大会 35 10月16日(月) 10月30日(月)

22 全日本・関東シングルス選手権大会県予選会 36 12月11日(月) 12月25日(月)

23 埼玉県インドア選手権大会 37 12月25日(月) 1月8日(日)

24 ねんりんピック県予選会 38 1月8日(日) 1月22日(日)

25 国体シングルス１次予選会 39 2月19日(日) 3月4日(土)

26 全日本小学生選手権大会予選会 41 4月1日(土) 4月8日(土)

27 埼玉県ジュニア（個人）研修大会 42 5月4日(木) 5月13日(土)

28 彩の国教育の日・埼玉県ジュニア（団体）研修大会 43 9月8日(金) 9月22日(金)

29 全国小学生大会県予選会 44 10月13日(金) 10月27日(金)

30 埼玉県小学生シングルス選手権大会 45 10月13日(金) 10月27日(金)

31 春季レディース大会 46 3月16日(木) 3月30日(木)

32 全日本レディース埼玉県予選会 47 4月7日(金) 4月21日(金)

33 全日本レディース大会個人戦 51 4月1日(土) 4月14日(金)

34 西部レディース大会 48 5月1日(月) 5月12日(金)

35 北部レディース大会 48 5月31日(水) 6月6日(火)

36 関東レディース選手権大会県予選会 49 6月7日(水) 6月13日(火)

37 レディース普及大会 49 6月7日(水) 6月13日(火)

38 関東レディース県予選会 50 6月16日(金) 6月23日(金)

39 全日本シニアレディース埼玉県予選会 50 6月16日(金) 6月23日(金)

40 レディース研修大会 51 8月15日(火) 8月22日(火)

41 DUNLOPCUP・埼玉県クラブリーグ女子 （団体戦） 52 9月4日(月) 9月11日(月)

42 秋季レディース大会 53 10月14日(土) 10月21日(土)

43 レディース級別大会 53 11月7日(火) 11月14日(火)

44 関東選抜レディースソフトテニス大会選考会 54 11月7日(火) 11月14日(火)

45 県レディース選手権大会 54 1月29日(日) 2月13日(月)

令和５年度年度大会参加申込み締切日と参加費払込先・郵便振替振込先一覧　（締切日順　団体毎）

担当者名：埼玉県ソフトテニス連盟
加入者名（口座名義）：ソフトテニス県内大会
郵便口座番号：00160-1-393890

小学連より別途ご連絡

担当者名：牧野竹子
加入者名（口座名義）：
　埼玉県レディースソフトテニス連盟
郵便口座番号：00290-5-90576


