
平成１7年度富山県ソフトテニス連盟事業計画
2005/3/15改訂

月 日 一般、小学生等 会場 中学大会 会場 高校大会 会場 北信越･全国大会他 会場

4 3 総会 第一H

10 シングルス大会 宮野山

17 春季クラブ対抗 前田 23 春季選手権(予備日29) 高岡コア

24 春季選手権(予備日5/1 ) 岩瀬

5 1 3～5 女子強化練習会 小矢部 3～5 東アジア選手権代表予選会 宮城郡

8 3,4 男子強化練習会 高岡コア 5 第10回北信越小学生大会 新潟市

14 ねんりんピック（予備日15） 岩瀬 5 男子強化練習会 桃山

15 28 総体地区予選(予備日29) 各地区 14,15 全日本シングルス選手権 大神子

22 国体1次選考会(予備日29） 前田

29 スポレク(予備日なし ) 高岡コア

6 4 富山県小学生選手権(予備日５) 岩瀬 4～6 県高校総体 高岡コア

5

5 実業団県予選（予備日12) 宮野山 11 強化練習会 高岡コア

12  レディース県大会(予備日19） 前田 11 ２級審判講習会 高岡コア

12 18,19 北信越高校選手権 能都町 19,20 北信越高校選手権 能都町

19 24～26 ハイスクールジャパンカップ 札幌市

19 24～26 ハイスクールジャパンカップ 札幌市

26 県体１部(成年)(予定） (未定） 26 北信越実業団リーグ 新潟市

7 3 1,2 北信越小学生クラブ選手権 高岡コア

10 21,22 県選手権 高岡コア 3 北信越選手権 金沢市

17 16 県体 高岡コア 16,17 東日本選手権大会（成年、ｼﾆｱ）酒田市他

23 県体３部(学童)(予備日2４) 岩瀬 26,27 北信越強化合宿 宮野山 18 国体選考会 高岡コア 16,17 東日本選手権大会（一般） 大曲市他

24 全日本選手権予選会 前田(予） 30 県体 高岡コア 23～25 強化練習会 高岡コア 29～31 全日本実業団選手権大会 吉川町他

31 県体２部(一般)３部(一般) 魚津 31 ジュニアオープン県内予選 コア他 29 ジュニア大会(個人戦) 高岡コア 28～31 全日本小学生選手権大会 明日香村

8 7 1～8 インターハイ 白子町 1～8 インターハイ 白子町

2 (ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ予備日) コア他 2～8 全日本学生選手権大会 能都町

14 鉄壁大会 滑川 3～5 北信越中学選手権 武生市 10～12 北信越研修大会(男子） 高岡コア 5～7 全日本レディース大会(個人戦） 熊本市他

8,9 ジュニアオープン決勝大会 高岡コア 13～15 北信越研修大会(女子） 高岡コア

21 17 ジュニア選手権(男子団体) 高岡コア 23～25 全国中学校大会 岐阜市

23～25 全国中学校大会 岐阜市 18 ジュニア選手権(女子団体) 高岡コア 23～29 日韓中ジュニア交流競技大会 札幌市

28 27,28 北信越国体 高岡コア

27,28 北信越国体 高岡コア 23～25 全日本レディース決勝大会 千葉市

9 4 北日本選手権 岩瀬 9～11 全日本シニア選手権大会 白子町

11 前田杯 前田 3,4 全日本社会人選手権大会 長崎市

10 秋季選手権(予備日17) 高岡コア

20 北信越レディース選手権大会 金沢市

18

25 23～25 全日本選手権大会 厚木市他

10 1 小学生秋季大会（予備日2） 岩瀬 ２ ジュニアオープン1年生大会 コア他 1,2 全日本ジュニア選手権大会 広島市

1 新保杯（ｿﾌﾄﾃﾆｽの日） 高岡コア ８ 予備日 高岡コア 1～4 スポレク祭 北上市

9 百才大会（予備日10） 岩瀬 15 県選抜大会 高岡コア

16 県選手権 岩瀬 16 都道府県一次予選 高岡コア

23 秋季クラブ対抗 宮野山 22 １５，１６予備日 高岡コア 23,24 第59回国民体育大会 岡山市 22～26 第59回国民体育大会 岡山市

30  レディース秋季大会 新湊 30 男子県外招へい強化練習 桃山 29 インドア地区予選(予備日30) 各地区

11 6 3 女子県外招へい強化練習 小矢部 17～20 日本リーグ 広島市

12 都道府県強化練習会 高岡コア 5,6 三県強化研修大会

13 19 都道府県強化練習会（男） 高岡コア 12～14 ねんりんピック 北九州市

20 19 東京ｲﾝﾄﾞｱ予選(女子） 福光町 4～6 全日本実業団リーグ 仙台市

27 20 東京ｲﾝﾄﾞｱ予選(男子） 福光町 5,6 全日本クラブ選手権大会 秩父市

27 26 中体連納会 富山地区 20,21 北信越小学生インドア 小松市

12 3 納会 富山地区

4 17 県インドア個人男子 県総合体

11 17 強化練習会(14:00～17:00) 西部体育 18 県インドア個人女子 県総合体

18 24 強化練習会(14:00～17:00) 西部体育 23 県インドア団体男子 黒部総体

25 25 強化練習会(14:00～17:00) 西部体育 下旬 都道府県候補選手遠征 場所未定 24 県インドア団体女子 黒部総体

1 1 上旬 都道府県候補選手遠征 新潟県

8 9 強化練習会 西部体育

15

22 小学学年別インドア大会(21共) 氷見スポ 22 インドア選手権 県総合体

29

29 21.22 北信越高校インドア 松本市 21.22 北信越高校インドア 松本市

2 5 4 インドア選手権 西部体育 5 全日本インドア 大阪市

12 県インドア 県総合体 5 北信越中学インドア 松本市 5 北信越中学インドア 松本市

19 19 強化練習会 県総合体 11,12 日本リーグ入替戦 横浜市

25 25 強化練習会 県総合体 26 北信越インドア 鯖江市

26 25 強化練習会 西部体育

3 5 上旬 都道府県選手滋賀遠征

4，11 強化練習会 県総合体

12 強化練習会 県総合体 4，11 強化練習会 西部体育

19 12 26～28 都道府県対抗中学 伊勢市

26 18 強化練習会 西部体育 29,30 全日本高校団体選抜 名古屋市

26～28 都道府県対抗中学 伊勢市 29,30 全日本高校団体選抜 名古屋市 29～31 全国小学生大会 白子町
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