
月日 曜日 大　　　会　　　名 大会場 面 時間 主管 競技対象 担当者 申込/方法 備　　　　　考

4/2 日 第16回宮平守光杯 （個人戦） 県総 12 7-18 競技部 中高大一般 又吉あずさ システム

4/9 日 第29回シニアクラブ対抗戦 （団体戦） 奥武山 8 9-18 壮年連盟 シニア 仲本兼喜 メール・FAX

4/22-23 土・日 ハイスクールジャパンカップ2023県予選 (個人戦） 県総 16 9-18 高校部 高校生 神山啓一 案内のとおり 第52回ハイスクールジャパンカップ 北海道 6/15-18

調整中 日 全国ねんりんピック愛顔のえひめ2023・県予選 県総 1 壮年連盟 シニア 仲本兼喜 〃 第35回全国ねんりんピック大会 愛媛 10/28-31

4/29-30 土・日 国体一次選考会（成年男女） (個人戦） 奥武山 8 9-18 強化部 一般 田場典善 〃 第43回国体九州ブロック大会 大分 8/19-20

4/30 日 第10回ソフトテニス祭り （個人戦） ﾄﾞｰﾑ 8 9-18 普及部 全般 新垣義治 〃

5/13 土 春季学生リーグ 県総 A6 9-18 学生連盟 学生 東　己貴 〃

5/13 土 第40回全日本小学生大会・県予選 (個人戦） ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 案内のとおり 第40回全日本小学生選手権大会 兵庫 8/3-6

5/14 日 宮城勉杯小学生大会 (個人戦） ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 〃

5/21 日 春季クラブ対抗戦 （団体戦） 県総 16 9-19 競技部 一般 又吉あずさ システム

5/27-30 土～火 県高校総合体育大会（インターハイ予選）
　　　（26日総合開会式・30日予備日）

県総 16 9-19 高体連 高校生 神山啓一 案内のとおり 全日本高校選手権大会 北海道 7/22-29

6/3 土 競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ-２） ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 Step実行 小・中・高
田場典善

普天間富士子
案内のとおり

第18回　競技者育成プログラム
Step３九州ﾌﾞﾛｯｸ

熊本 8/25-27

6/4 日 第45回全日本レディース決勝大会・県予選 (個人戦） ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟 ﾚﾃﾞｨｰｽ 町田久乃 〃
第45回全日本レディース決勝
大会（団体）

愛知 8/22-24

6/17 土 西日本小学生選手権大会・県予選 ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 案内のとおり 西日本小学生選手権大会

6/17-18 土・日
国体二次選考会（少年男女）
国体最終選考会（成年男女）

県総 12 9-18
高校部
強化部

高校生
一般

神山啓一
田場典善

〃 第43回国体九州ブロック大会 大分 8/19-20

6/25 日 第7回ＪＡカップ杯全沖縄選手権大会（天皇杯予選） (個人戦） 県総 16 9-19 競技部 一般 又吉あずさ システム 第78回天皇賜杯・皇后賜杯 東京 11/17-19

7/1 土 国体少年最終選考会 県総 6 9-18 高校部 高校生 神山啓一 〃 第43回国体九州ブロック大会 大分 8/19-20

7/2 日 夏季クラブ対抗戦 （団体戦） 県総 16 9-19 競技部 一般 又吉あずさ システム

7/8-9 土・日 第46回全沖縄壮年大会 （団体戦） 奥武山 13 8-18 壮年連盟 シニア 當山全信 案内のとおり 主管：那覇市連盟（長堂弘会長）

7/15 土 九州小学生選手権大会・県予選 （個人戦） 県総 BC9 9-17 小学部 小学生 島袋淳 〃 第28回九州小学生選手権大会 佐賀 11/18-19

7/16 日 県ジュニアクラブ対抗戦 ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 〃

7/22-24 土‐月 第65回県中学校総合体育大会
県総
ドーム

16
8

9-19 中体連 中学生 小橋川仁 〃

8/23-24 水・木 第35回NTT西日本杯
（団体戦）
（個人戦）

県総 16 9-18 高校部 高校生 神山啓一 〃

9/2 土 第53回高校対抗戦 県総 12 9-18 学生連盟 高校生 東　己貴 〃

9/3 日 秋季クラブ対抗戦 （団体戦） 県総 16 9-19 競技部 一般 又吉あずさ 〃

9/9-10 土・日 第33回知花哲杯 (個人戦）
県総
ドーム

16
8

9-19 中学部 中学生 小橋川仁 システム

9/24 日 第15回沖縄ねんりんピック（県社協主催） （団体戦） 奥武山 8 9-18 壮年連盟 シニア 仲本兼喜 FAX

10/1 日
第26回県スポレク祭
（第28回小・中・高・大学OB大会）

（団体戦） 奥武山 13 9-18 普及部
小中高大

一般
新垣義治 〃

10/14-16 土～月 県高校新人大会（九州新人大会県予選） 奥武山 13 9-18 高体連 高校生 神山啓一 〃 第52回九州高校新人大会 熊本 12/10・11

10/20-24 金-火
第24回　全九州学生秋季リーグ戦大会
第24回　全九州学生秋季選手権大会

（団体戦
・個人戦）

県総 16 9-20 学生連盟 大学生 東　己貴 〃

11/3 金 全国小学生選手権大会・県予選 ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 〃 第23回全国小学生大会 千葉白子 2024/3/29-31

11/4-5 土・日 第50回當山堅一杯（九州中学選抜選考） （団体戦）
県総
ドーム

16
8

9-19 中学部 中学生 小橋川仁 システム 第36回九州地区中学選抜大会 熊本 2024/3/17

11/25-26 土・日 第34回名嘉賀昌杯（九州中学選抜選考） (個人戦）
県総
ﾄﾞｰﾑ

16
8

9-19 中学部 中学生 小橋川仁 システム 第36回九州地区中学選抜大会 熊本 2024/3/17

11/25-26 土・日 第75回県民体育大会　石垣大会
石垣市

営
13 7-19 県連盟 一般 宮城正彦 〃

12/7-8 木・金 第53回全九州高校新人大会　監督会議
県総陸
上会議

15-21
9-18

高体連 監督・顧問 神山啓一

12/7-10 木-日 第53回全九州高校新人大会
県総
ﾄﾞｰﾑ

16
8

9-18 高体連 高校生 神山啓一 システム 第49回全日本高校選抜大会 愛知 2024/3/28-30

12/17 日 第14回県連盟会長杯 （団体戦） 県総 16 9-19 競技部 中高大一般 又吉あずさ システム

未定 土 令和5年度納会(予定） 県連盟 ―

1/13 土 第29回全沖縄高校学校選手権大会 県総 16 9-18 高校部 高校生 神山啓一 案内のとおり

1/13 土 ケンコーカップ第29回全沖縄小学生選手権大会 ﾄﾞｰﾑ 8 9-17 小学部 小学生 島袋淳 〃

1/14 日 新春クラブ対抗戦 （団体戦） 県総 16 9-19 競技部 中高大一般 又吉あずさ システム

1/20-21 土・日 第68回県中学新人大会・チャレンジマッチ大会
県総
ﾄﾞｰﾑ

16
8

9-19 中学部 中学生 小橋川仁 〃

1/27 土 九州中学選抜最終選考大会 ﾄﾞｰﾑ 8 9-19 中学部 中学生 小橋川仁 案内のとおり 第36回九州地区中学校選抜大会 熊本 3/17

1/28 日 第16回沖縄県シングルス選手権大会 県総 12 9-18 競技部 一般 又吉あずさ システム

2/10 土・日 競技者育成プログラム　Step-2 奥武山 13 9-18 Step実行 小・中・高
田場典善

普天間富士子
〃

2/11 日 第6回ミックスダブルス普及発展大会 (個人戦） 奥武山 13 9-18 普及部 中高大一般 新垣義治 〃

3/2 土 第13回美ら島総体記念大会 （団体戦） 県総 16 9-18 高校部 高校生 神山啓一 〃

3/3 日 第39回ルーセント杯レディースクラブ対抗大会 （団体戦） 県総 16 9-18 ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟 中高大一般 町田久乃 案内のとおり

3/10 日 第58回タイムス杯選手権大会 （個人戦） 県総 16 9-18 競技部 中高大一般 又吉あずさ システム

調整中 日 第47回ヨネックス杯県小学生大会 8 小学部 小学生 島袋淳 〃

調整中 日 全沖縄学生選手権大会 （個人戦） 16 学生連盟 大学生 東　己貴 案内のとおり

調整中 日 競技者育成プログラム(Ｓｔｅｐ-２） 8 Step実行 小・中・高
田場典善

普天間富士子
案内のとおり

調整中 土 秋季学生リーグ 8 学生連盟 大学生 東　己貴 案内のとおり

調整中 土 第26回ルーセント杯県小学生大会 （個人戦） 8 小学部 小学生
島袋淳

普天間富士子
案内のとおり

調整中 日 2022ルーセント杯普及発展大会 （団体戦） 12 普及部 中高大一般 新垣義治 〃

※大会日程は、都合により変更の場合がありますのでご了承ください。尚、変更等に関しては県連盟ホームページにてご確認ください。

◆（注意）大会出場の方は、大会要項を確認の上、必須資格・要件を備えて申込締め切り日を厳守してください。

申込先/申込方法

★連盟事務局(ＴＥＬ･ＦＡＸ９９６-５０７８)/要項記載のとおり

※大会要項記載申込先へ

※大会要項記載申込先へ

★連盟事務局(ＴＥＬ･ＦＡＸ９９６-５０７８)/システム申込(要項記載のとおり)

※大会要項記載申込先へ

★連盟事務局(ＴＥＬ･ＦＡＸ９９６-５０７８)/要項記載のとおり

※大会要項記載申込先へ

★連盟事務局(ＴＥＬ･ＦＡＸ９９６-５０７８)/要項記載のとおり

   TEL・FAX　８９８－１７０２

新垣義治

東　己貴

當山全信・仲本兼喜

【 沖縄県ソフトテニス連盟 事務局 】
〒900-0026 那覇市奥武山町51-2-502号

（沖縄県体協スポーツ会館内）

ＴＥＬ/ＦＡＸ：０９８-９９６-５０７８

Ｅﾒｰﾙ：info@softtennis-okinawa.com
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　　　　沖縄県ソフトテニス連盟　 県内主要大会一覧表　　2023年度
(令和5年度）

　普　及　部

　学生連盟

　壮年連盟

　ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟 町田久乃

  主      管

　小　学　部

　小橋川　仁

10/20（金）練習日コート使用時間12-18

　中　学　部

　高　校　部

　競技部（一般）

　強　化　部
(Step2，3）

　神山　啓一

調整中

　田場　典善
普天間富士子

   担 当 者 名

島袋淳


