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大　　　　　会　　　　　名 会　　　　場 期　日
申込

締切日
26年度
予定地

第２０回北海道シングルスソフトテニス選手権大会
兼 第２０回全日本シングルスソフトテニス選手権大会道予選

男子：岩見沢市総合体育館
女子：岩見沢市スポセン

４/７（日） ３/１４（木） 岩見沢

第４２回 ゴーセン杯争奪 ハイスクールジャパンカップ
　　　ソフトテニス２０１３　南・北 北海道予選大会

南：江別市民体育館
北：旭川市総合体育館

４/13（土）
４/20（土）

３/２６（火）
江別
旭川

第３５回 北海道小学生ソフトテニス選手権大会
兼 第３０回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会道予選

サン・スポーツランド美唄テニス
コート
雨天時：三笠ドーム

5/11.12
（土・日）

４/１８（木） 美唄

第４５回 北海道春季ソフトテニス選手権大会　　一般
　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成年・シニア

野幌総合運動公園テニスコート ５/１９（日） ４/１９（金） 江別

平成２５年度 第６８回 国民体育大会ソフトテニス競技
北海道ブロック予選会（成年の部）　兼　北海道体育大会

千歳市青葉公園テニスコート
５/２５（土）
５/２６（日）

４/３０（火） 千歳

第５８回 北海道実業団ソフトテニス選手権大会
兼 全日本実業団ソフトテニス選手権大会道予選

三笠市営運動公園テニスコート
雨天時：三笠ドーム

６/２（日） ５/９（木） 三笠

第３５回全日本レディースソフトテニス北海道予選大会
札幌円山庭球場
（予備日；１１日（火））

６/４（火） 別途 札幌

第２６回 全国ねんりんピック北海道予選大会
岩見沢市営テニスコート
雨天時：岩見沢スポセン他

６/８（土） ５/１６（木） 岩見沢

第２５回北海道高齢者ソフトテニス大会
岩見沢市営テニスコート
雨天時：岩見沢スポセン他

６/９（日） ５/１６（木） 岩見沢

日本スポーツマスターズ２０１３北海道予選会
岩見沢市営テニスコート
雨天時：岩見沢スポセン他

６/９（日） ５/１６（木） 岩見沢

第６６回 北海道高等学校ソフトテニス選手権大会 苫小牧市営緑が丘テニスコート
6月11～14
（火～金）

別途 未　定

第４２回　ゴーセン杯争奪
ハイスクールジャパンカップ ソフトテニス ２０１３

札幌円山庭球場
6/20～23
（木～日）

別途 札幌

第６５回北海道ソフトテニス選手権大会
旭川花咲スポーツ公園テニス
コート

７/７（日）
６/１３（木）
高１８（火）

帯広

第１５回 北海道支部対抗ソフトテニス大会 札幌円山庭球場 7/２１（日） ６/２７（木） 中空知

第４１回 北海道レディース団体ソフトテニス大会
旭川花咲スポーツ公園テニス
コート

７/２３（火） ７/２（火） 未　定

第３４回 北海道中学校ソフトテニス大会 帯広の森テニスコート
８月２～４
（金～日）

別途 未　定

第５８回 北海道親子・百歳・混合・夫婦ソフトテニス大会 当麻町民テニスコート ８/４（日） ７/１１（木） 当麻

平成２５年度 第６８回 国民体育大会ソフトテニス競技
北海道ブロック予選会（少年の部）　兼　北海道体育大会

帯広の森テニスコート
8/13～15
（火～木）

７/２３（火） 帯広

第３１回 北海道秋季ソフトテニス選手権大会　シニア男女
　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　　一般・成年男女

苫小牧市営緑が丘テニスコート ８/２５（日） ８/１（木） 帯広

第３１回 日本実業団リーグ北海道ブロックソフトテニス大会
三笠市営運動公園テニスコート
雨天時：三笠ドーム

９/１（日） ８/８（木） 三笠

第４１回全日本社会人ソフトテニス選手権大会
札幌円山庭球場
野幌総合運動公園テニスコート

９/６～９
（金～月）

別途 予備日
（９日）

第４３回 北海道高等学校新人ソフトテニス選手権大会（個人戦）
旭川花咲スポーツ公園テニス
コート（雨天順延）

9/14・15
（土・日）

８/２８（水） 旭川

第２８回 北海道オールレディースソフトテニス選手権大会 千歳市青葉公園テニスコート ９・１９（木） ８/２７（火） 千歳
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大　　　　　会　　　　　名 会　　　　場 期　日
申込

締切日
26年度
予定地

平成２５年度北海道団体王座決定戦 未定 未定 別途 未　定

第１回 北海道小学生シングルスソフトテニス選手権大会　兼
第１３回 全国小学生ソフトテニス大会道予選会（シングルス）

サン・スポーツランド美唄テニス
コート（雨天順延）

９/２８(土) ９/１２（木） 美唄

第５２回 ＨＢＣ杯北海道インドアソフトテニス選手権大会
男子：滝川市スポーツセンター
女子：赤平市総合体育館

１１/３（日） 10/10（木） 滝川
砂川

ＹＯＮＥＸ ＣＵＰ ２０１３ 国際ソフトテニス札幌大会
北海道立総合体育センター
「北海きたえ～る」

11/23・24
（土・日）

別途 札幌

第９回 北海道シニアオールスター王座決定戦
岩見沢市総合体育館
岩見沢市スポーツセンター

11.30・12.1
（土・日）

別途 岩見沢

第３５回 北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会 三笠ドーム
12/26男子
（木・金）
12/27女子

11/29（金） 滝川

第１回 北海道中学生シングルスソフトテニス選手権大会
兼　第２５回 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会
道予選会（シングルス）

岩見沢市スポーツセンター
12/26女子
（木・金）
12/27男子

11/29（金） 砂川

第４０回 北海道中学生インドアソフトテニス選手権大会
兼第２５回 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会
道予選会（ダブルス）

北海道立総合体育センター
「北海きたえ～る」

１/１３（月） 12/18（水） 札幌

第１０回 北海道小学生インドアソフトテニス選手権大会　兼
第１３回 全国小学生ソフトテニス大会道予選会（ダブルス）

北海道立総合体育センター
「北海きたえ～る」

１/１４（火） 12/18（水） 札幌

第４３回 北海道高等学校新人ソフトテニス選手権大会（団体）
兼　第３９回 全日本高等学校選抜大会北海道予選会

北海道立総合体育センター
「北海きたえ～る」

1/14～17
（火～金）

12/20（金） 札幌

第５３回 北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会
岩見沢市総合体育館
岩見沢市スポーツセンター

２/２（日）
Ｈ２６年
1/10（金）

岩見沢

第２２回 北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会
江別市民体育館
道立野幌総合運動公園体育館

２/１３（木）
Ｈ２６年
1/16（木）

江別

第５０回 北海道高等学校インドアソフトテニス選手権大会
湿原の風アリーナ釧路
釧路町体育館

３/８・９
（土・日）

Ｈ２６年
2/13（木）

釧路

第３０回 北海道成年インドアソフトテニス選手権大会 道立野幌総合運動公園体育館 ３/２３（日）
Ｈ２６年
2/27（木）

江別

　上記大会については、北海道ソフトテニス連盟のホームページに大会要項、同申込書が掲載されて
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４．全日本選手権大会　　　　　１０月２５日（金）～２７日（日）　　　道連申込締切日　　　９月　６日（金）　

　　※平成２５年度 東・全日本大会　日程・道連申込締切日

１．東日本選手権大会　　　　　　７月１３（土）・１４（日）　　　　　　 道連申込締切日　　　５月３０日（木）

２．全日本社会人選手権大会　 ９月　７日（土）・　８日（日）　　   道連申込締切日　　　７月　４日（木）　

３．全日本シニア選手権大会　　９月２０日（金）～２２日（日）  　　道連申込締切日　　　７月２６日（金）

いますので、随時ご利用ください。
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