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２．表　　彰　（敬称略）

　１．平成23年度（財）日本ソフトテニス連盟表彰

　　○　支部功労者　　　牛塚松男（富山県ソフトテニス連盟・副会長・射水市ソフトテニス協会）

　　　　　　　　　　　　山浦　　尚（富山県ソフトテニス連盟・副会長・ＹＫＫ）

　　○　全日本ランキング表彰

種　　　別 順位 氏　　名 所　　　　　属

総合女子 6位 東海あかね 日本体育大学（高岡西卒）

シングルスU-20女子 3位 徳川愛実 (株)タカギセイコー

女子シングルス 5位 徳川愛実 (株)タカギセイコー

大学女子 １位 束海あかね 日本体育大学（高関西卒）

２．平成23年度富山県ソフトテニス連盟表彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県ソフトテニス連盟表彰規定（抜粋）

第１条連盟の発展並びに活動に顕著な貢献をした者、大会等において顕著な成績を残した者を蛉象に以下の通りと表彰する。

　　　　１．功労者表彰

　　　　２．優秀選手（指導者、団体を含む）表彰

　　　　３．年間ランキンダ表彰

第２条　功労者表彰は、多年にわたり当連盟の発展並びに活動に顕著な貢献をした者に贈る。

　　　　１．本賞は賞状並びに記念品とする。

　　　　２．本賞は以下に定める事項に該当するものを対象者とする。

　　　　　　　（1）奥井賞（特別表彰）：

　　　　　　　　　　　会長、副会長、理事長として通算10年以上在職し、特に功績顕著と認められる者。ただし、この表彰は１回

　　　　　　　　　　　限りとする。

　　　　　　　（2）惑謝状：

　　　　　　　　　　①　顧問を除く役員として通算10年以上経過し、特に功績顕著と認められる者。ただし、この表彰は１回限り

　　　　　　　　　　　　とする。

　　　　　　　　　　②　当連盟の競技力の向上に顕著な貢献したと認められる者

　　　　　　　（3）上記事項と同等の功績と認められる事由がある者

第３条　優秀選手表彰は、当該年度の大会等において顕著な成績を収めた者に贈る。

　　　　１．本賞は賞状並びに以下に定める激励金とする。

　　　　２．木賞は以下に定める事項に該当するものを対象者とする。ただし、国体は除く。

　　　　　　　（1）特別優秀選手：

　　　　　　　　　　　アジア競技大会、東アジア競技大会、世界選手権大会、アジア選手権大会に日本代表として出場し、

　　　　　　　　　　　優秀な成績を収めた選手及び指導者【激励金３万円】

　　　　　　　（2）優秀選手：

　　　　　　　　　　　日本ソフトテニス連盟主催及び共催大会において、優勝した団体または選手及び指導者1激励金２万

　　　　　　　　　　　円（団体の場合は５万円）】

　　　　　　　（3）優良選手：

　　　　　　　　　　　日本ソフトテニス連盟主催及び共催大会において、ベスト４以上の成績を収めた団体または選手【激

　　　　　　　　　　　励金１万円（団体の場合は３万円）】

　　　　　　　（4）上記事項と同等の功績と認められる事由がある者

第４条　年間ランキンダ表彰は、別に定める当該年度の大会等におけるポイント上位者（第３位まで）に贈る。

第５条　木賃の決定は理事会において行う。ただし、理事会において受賞該当者がないと認められたときは、その年度の賞

　　　　は贈らない。

○優秀選手表彰

　（1）優秀選手

　氏　　名

東海あかね

　　　　　　　　　　　　　表　　彰　　事　　由

表彰規定第３条第２項(2)H23全日本学生ソフトテニス大会優勝
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（2）第２号議案役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規定（案）について

（3）第３号議案公益財団法人移行申請について

　　ほか

☆第３回評議員会：平成23年12月４目（目）

　会場　東京グリーンパレス（東京都内）

　議題（1）平成24年度事業牡両案及び収支予算案等について

　　　以下に詳細を記載

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年度事業計画

Ｉ．ソフトテニスの普及振興事業

　１．ソフトテニス競技規則の制定

　　　（１）ソフトテニス競技（ダブルス・シングルス）を実施するために必要な競技規則を定めるこ

　　　　　とを目的として、ソフトテニスの振興と競技性の向上等、より安全に楽しく競技できるよ

　　　　　う必要に応じて検討を行い改訂しソフトテニスハンドブック（競技規則・審判規則・大会

　　　　　運営規則）やジュニア審判マニュアルに反映を図る。

　　　（２）日本で発祥した競技であることから、国際ソフトテニス連盟（以下ＩＳＴＦ）やアジアソ

　　　　　フトテニス連盟（以下ＡＳＴＦ）における中心的なリーダー国として国際競技規則との整

　　　　　合性を図ると共に､英語版審判技術マニュアル（ＤＶＤ）等を活用して国際普及の推進を図る。

２．全日本ソフトテニス選手権大会等開催

　（１）国内競技会を大会実施要項に基づき、別表のとおり実施する。

　　　①平成２４年度大会日程および会場【別表参照】

　　　②大会要項の改訂

　　　　ア。国民体育大会

　　　　　・監督は、平成24年度より公認スポーツ指導者とすることを義務づける。

　　　　　・監督は、選手と兼ねることはできない。

　　　　　・成年男子の監督は、他の種別の監督が兼ねるものとする。

　　　　イ。全国小学生大会

　　　　　・６年生の部にシングルス種別を追加する。

　　　　　・参加数は、各都道府県より男女各２名以内とし、１名２、０００円の参加料とする。

　　　　ウ。都道府県対抗全日本中学生大会

　　　　　・参加数各都道府県より男女各２名（開催県４名）以内の個人戦（シングルス）の種別を

　　　　　　追加し、個人戦（ダブルス）の参加数を各都道府県男女４ペア（開催県８ペア）以内か

　　　　　　ら３ペア（開催県６ペア）以内に変更する。

　　　　　・個人戦の試合方法を、７ゲームから５回戦までを５ゲームとし準決勝から７ゲームに変

　　　　　　更する。

　　　　エ。ハイスクールジヤパンカップ

　　　　　・各都道府県より男女１名の参加数で、平成２５年度よりシングルスを導入する。

　　　　オ。日本スポーツマスクーズ

　　　　　・参加料を１チーム３６、０００円から６０、０００円に改訂する。

　　　　　　＊韓国より参加の要請があり、（公財）日本体育協会と調整中

　（２）大会の検討と大会運営の改善
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　　登録料から下記の率により助成する。

　　　（一般20％、高校生10％、高専10％、中学生20％、小学生50％）

②支部中学校大会への補助

　・４７支部×＠３ ０、０００円を助成する。

③支部レディース大会への補助

　・４７支部×＠５ ０、０００円を助成する。

④ソフトテニス週間の実施

　・10月の体育の日（月）を中心とした週（金曜日から木曜日）をソフトテニス週間として定

　　め、全国で一斉にソフトテニスを楽しみアピールする。

　　４７支部×＠１ ００、０００円を助成する。

⑤ソフトテニス愛好者増加対策

　・中学校卸活動引退後の練習場所を確保し、引退後もプレーできる環境を提供する等、支部

　　が実施する愛好者増加対策事業を支援して推進する。

　　計画実施した支部×＠１ ００、０００円を助成する。

　・中学校に対して、愛好者増加を目的に機関誌を配布（年２回）してソフトテニスの情報を

　　積極的に発信する。

　・一般・社会人の大会参加増加等の愛好者増加対策を検討する。

⑥指導者バンク（地域）の活用促進

　・積極的に指導者バンク（地域）を活用し、競技者育成プログラム（Step-1､2）の推進および

　　中学校・高校の指導者不足を解消する等、普及を担う指導者を確保・活用する。

⑦総合型地域スポーツクラブの研究

　・ソフトテニスが結合型地域スポーツクラブに参画するための研究を進めるとともに、必要

　　な情報提供を行う。

⑧傷害補償制度の徹底

　・制度の目的、趣旨を会員報・機関誌・ホームページ等を利用して分かり易く伝え制度活用

　　の推進を図る。

５．ソフトテニスの広報活動

　（１）メディア対策

　　　①新聞報道の充実

　　　　・報道機関に対し、話題性のある広報を積極的に行う。

　　　　・新聞報道対応マニュアルを活用する。

　　　②テレビ放映の充実

　　　　・平成１３年から継続している全日本選手権大会のＮＨＫテレビ放送を引き続き確保する。

　　　　・ＮＨＫ､民放への積極的話題提供を図る。

　（２）ホームページの運営

　　　①ホームページ等の充実

　　　　・日本連盟ホームページおよびケータイホームページの充実と積極的活用を行う。

　　　　・日本連盟テレビ局及び各支部テレビ局の映像を通して、積極的な動画配信の広報活動を

　　　　　展開する。

　　　　・過去の日本連盟主催大会の映像が、いつでも見れるように新動画サイト等の活用による

　　　　　効果的広報を展開する。

　　　　・日本連盟ホームページを英語での閲覧を可能にして、日本のソフトテニスを広く知らしめ

　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－６－
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　　　③技術等級システムを活用して認定手続きと資格者管理の効率化の推進と、大会申込システム

　　　　との連動を図る。

　　　④技術等級資格収得者増大するため、大会参加条件の見直しを図る。

　　　　・認定基準等制度の周知、徹底を図り、多くの会員に取得させるよう努める。

８．ソフトテニスの審判員資格認定

　（１）公認審判員規程に基づき、次の事業を実施する。

　　　①マスクーレフェリーの認定（５０歳以上）

　　　②マスターアンパイヤーの認定（５０歳以上）

　　　③１級審判員検定会･研修会の実施

　　　　・検定会２回（東西）、研修会８回（各ブロック）を開催する。

　　　④１級審判員の認定（新規、更新）

　　　　・審判員の資質向上を図るため、１級審判員を新規（検定会）に養成するとともに、６年の

　　　　　更新（研修会）により継続的に推進する。

　　　⑤２級審判員の認定（新規、更新、ジュニア審判員からの移行）

　　　⑥ジュニア審判員普及の促進（小学生と中学生を対象とする）

　　　　・ジュニア審判員の制度等について周知し、資格収得者の増加を図る。

　　　　・ジュニア審判員資格者に「ジュニア審判マニュアル」を配布し、ジュニア審判員の資質の

　　　　　向上を図る。

　　　⑦派遣審判員の実施

　　　　・日本連盟主催大会に主管支部の所属ブロックから審判員を派遣し、審判員技術と資質の向

　　　　　上を図る。

　　　⑧審判技術ＤＶＤの活用

　　　　・日本連盟で作成したＤＶＤを審判技術向上のために積極的に活用する。

　　　⑨国際公認審判員の日本国内での認定を実施する。

　　　⑩審判認定システムを活用して認定手続きと資格者管理の効率化の推進と、大会申込システム

　　　　との連動を図る。

９．ソフトテニス用具・用品、施設認定

　（１）愛好者・競技者が安全で快適にプレーができるよう用具・用品、施設の公認に関し、次の事

　　　　業を行う。

　　　①新規公認・更新手続きの承認

　　　②ラケットの証紙、ネットの証布の発行

　　　③競技者に分かりやすい。ニフオーム等着用基準の見直しを図る。

　　　　・商品公認

ｎ．ソフトテニスの競技力向上事業

　１／ソフトテニスの競技力向上、医科学研究調査

　　　（１）競技力向上

　　　＊世界Noごtの競技力の維持を目指した競技力向上に関し、次の事業を実施する。

　　　　①競技者育成プログラムの推進

　　　　　・一貫指導システムの構築を図り、競技者育成プログラムをＳｔｅｐ１からＳｔｅｐ５の過

　　　　　　程を経て実施することにより、競技力を向上させる。

　　　　　　・Step-1､2　　47都道府県で強化を実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－８－
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　・指導者養成講習会（各都道府県連盟）を「公認スポーツ指導者養成マニュアル」を活用し

　　て積極的に実施し、公認スポーツ指導者の拡大を図り、地域の普及活動を充実させる。

　・公認スポーツ指導者の活用方法の検討を行う。

　・公認スポーツ資格収得者を対象とした資格更新のための研修会を実施する。

　・中・高等学校指導者育成のための方策を検討する。

　・「指導教本」、「コーチ教本」、「ジュニア指導教本」の改訂作業を行う。

　・シングルス練習用マニュアル（ＤＶＤ版）の活用を図る。

②全国小学生・中学生・高校生指導者の合同研修会

　・小学生、中学生、高校生へのソフトテニス活動における課題の改善について検討する。

　・競技者育成プログラムの現状を把握し、さらなる推進に向けて協議を行う。

　・競技者育成プログラムに関わる指導用マニュアルを活用し、一貫指導システムの構築を図

　　る。

　・シングルスの競技力向上及び普及促進に関する対策を検討する。

　・スポーツ活動を通して環境保全ならびに青少年の健全育成を推進する。

③指導者バンク（日本連盟）の推進

　・指導者バンクの積極的活用を推進する。

　・競技者育成プログラム（Ｓｔｅｐ３、４、５）を推進するための公認指導者を確保する。

　　　（日本連盟指導者バンクヘの登録及び活用）

④指導者バンク（地域）の活用推進

　・積極的に指導者バンク（地域）を活用して、競技者育成プログラム（Ｓｔｅｐ１、２）の

　　推進及び中学校・高校の指導者不足を解消する等、普及を担う指導者を確保・活用する。

　・ジュニア層指導者の資格取得の促進（指導員･審判･技術等級）

Ⅲ。ソフトテニスの国際振興事業

　１．ソフトテニスの国際振興

　　　（１）国際普及活動の推進

　　　　①国際組織（ＩＳＴＦ、ＡＳＴＦ）内での指導的立場に基づく国際性の向上

　　　　②普及対象国への指導者、選手の派遣および普及対象の選手、指導者を日本での研修受入れ

　　　　③ジュニア、シニア等の交流促進

　　　　④普及対象国への支援についての整理、調整

　　　　⑤用具の提供、流通の促進

　　　　⑥普及指導用諸教材の整理と追加作成して、普及活動に活用する。

　　　　　・紹介用プレゼンテーションＤＶＤ、紹介用パンフレット

　　　　　・技術指導ＤＶＤ（基礎技術、応用技術、練習方法、競技、審判各編）、解説書等

　　　　　・諸規定集（ルールブック、審判ＤＶＤ等）

　　　　⑦国際普及親善活動に結びつく、支部活動に対して「国際親善大会補助費」を助成する。

　　　（２）国際指導体制、審判体制の充実

　　　　①国際指導員制度（ASTF）の推進

　　　　②国際審判員制度（ASTF）の推進

　　　　③ＩＳＴＦ、ＡＳＴＦのアンチ・ドーピング活動の推進

　　　　④国際審判員用教育DVDの作成及び活用

　　　（３）国際大会の開催促進

　　　　＊国際競技大会の参加種目への招致活動及び大会運営を支援する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10－
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平成24年度大会日程並びに開催地一覧

大　会　名 開催地 日　　　　程 締切日 25年度

主

催

大

会

第7回アジア選手権大会日本代表予選会 大阪府･大阪市 5月３目(木)～　５日(土) 蜜貼 /

第19回全日本シングルス選手権大会 山形県･山形市 5月19目（土）・　20日（目） 4/9 (九州)

男子第57回･女子第56回

全日本実業団選手権大会
東京都･世田谷区他 7月27日（金）～　29目（日） 6/11 長崎県･佐世保市

第29回全日本小学生選手権大会 島根県･出雲市他 8月２日（木）～　５日（日）6/11 山梨県

第40回全日本社会人選手権大会 新潟県･新潟市他 9月１目（土）　’･　　２日（日）7/13 (北海道･東北)

第19回ＪＯＣ杯･全日本ジュニア選手権大会 広島県･広島市 9月８日(土)・　９日(日) 8/24 広島県･広島市

第１６回全日本シニア選手権大会 千葉県･白子町 9月14日（金）～　16目（目） 8/6 (近畿)

第67回天皇賜杯･皇后賜杯

　全　日　本　選　手　権　大　会
鹿児島県･鹿児島市 10月26日（金）～　28日（日） 9/14 茨城県･神栖市

第２６回日本実業団リーグ 京都府･福知山市 11月２目（金）～　　４目（日） 9/10 京都府･福知山市

第19回全日本クラブ選手権大会 千葉県･白子町 11月3日(土)・　４日(目) 9/10 千葉県･白子町

第３０回日本リーグ 広島県･広島市 12月６日(木)～12月９日(目) 10/12 広島県･広島市

第58回全日本インドア選手権大会 大阪府･大阪市 25年2月24日(日) 12/17 大阪府･大阪市

日　本　リ　ー　グ　入　替　戦 愛知県･名古屋市 25年　2月９日（土）　・　　10日（日） 1/18 愛知県･名古屋市

ス拠

ポ点
１事

ツ業

第7回ジュニアジャパンカップ

「競技者育成プログラム（Step-4）」
宮崎県･宮崎市 11月23日（金）～　26日（月）

9/14

(注1)
宮崎県･宮崎市

第24回都道府県対抗全日本中学生大会 三重県･伊勢市 25年3月26日(火)～　28日(木) 2/12 三重県･伊勢市

第１２回全国小学生大会 千葉県･白子町 25年3月29日（金）～　31日（目） 2/12 千葉県･白子町

共

催

大

会

第４１回ハイスクールジャパンカップ 北海道･札幌市 6月22日（金）～　24日（目） 北海道･札幌市

西日本シニア選手権大会 沖縄県･沖縄市 6月30日(土)　・　　7月１日(日)

第６７回東日本選手権大会 山梨県･笛吹市他 7月14日（土）・　15日（日）

第６６回西日本選手権大会 佐賀県･佐賀市 7月21日(土)・　22日(日)

全日本高校選手権大会（男子） 新潟県･新潟市 8月11日(土)～　　14日(火) (九ﾘ
ヽ|）

全日本高校選手権大会（女子） 新潟県･新潟市 8月７目(火)～　10日(金) (九州)

全日本学生選手権大会 山口県･宇部市他 8月３日(金)～　８日(水)

第39回全日本レディース大会(個人戦) 埼玉県･熊谷市 8月５日(日)～　７日(火) 徳島県

第４３回全国中学校大会 山梨県･甲府市 8月17目（金）～　19日（日） 愛知県･一宮市

第34回全日本レディース決勝大会(団体戦) 東京都･江東区 8月28日(火)～　30目(木) 東京都･江東区

日本スポーツマスターズ２０１２ 高知県･高知市 10月20日（土）～　22日（月） 8/10 福岡県･北九州市

第６７回　国民体育大会 岐阜県･瑞浪市他 9月30目（日）～　　10月３日 9/5 東京都

第３８回全日本高校選抜大会 愛知県･名古屋市 25年3月29日(金)・　30目(土) 愛知県･名古屋市

国
際

第20回日･韓･中ジュニア交流競技大会 韓国･光州市 8月23日(木)～　29目(水) (中国)

第７回アジア選手権大会 中華台北･嘉義市 11月14日(水)～　21日(水) /
その他 第２５回ねんりんピック２０１２ 宮城県･仙台市 10月13日（土）～　15目（月） 高知県

※諸事情により変更となる場合があります。

※上記大会では､ドーピング検査を実施する可能性があります。
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注1:北信越ブロックおよび日本連盟推薦者を除く
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５．北信越連盟関連会議報告

●第１回北信越連盟理事長会議

　日時：平成23年７月３日（日）

　会場：上越市（北信越選手権大会開催会場）

　議題:1.北信越ブロック国体抽選　ほか

●第12回北信越連盟会長・理事長・事務局長会議（毎年１回開催）

　日時：平成23年８月27日（土）北信越ブロック国体第１日日

　会場：長野市

●第２回北信越連盟理事長会議

　日時：平成23年12月３日（土）東日本連盟総会終了後

　会場：東京グリーンパレス（東京都内）

　　以下に，要旨の抜粋を記す。

　　　議題1.平成24年度行事日程と開催地の確認

　　　　　　　①北信越選手権大会（新潟県上越市，5/13）　※シニア種別の活性ヒ

　　　　　　　２北信越高校選手権（福　県越前市　6/16～6/17）

　　　　　　　③全日本実業団リーグ北信越予選会（石川県金沢市　7/1）

　　　　　　　4北信越中学選手権（長野県長野市　8/6～8/8）

　　　　　　　⑤北信越国民体育大会（福井県福井市，8/25～8/26）

　　　　　　　⑥競技者育成プログラムStep-3（長野県松本市，9/15～9/17）

　　　　　　　⑦北信越高校インドア（石川県小松市，H25/1/19～1/20）

　　　　　　　⑧北信越中学インドア（富山県富山市　H25/1/未定）

　　　　　　　⑨北信越選抜インドア（長野県松本市，H25/1/20）　※変更の可能性あり

　　　議題2.北信越国民体育大会の審判について

　　　　　　　下記の通り審判員を各県から派遣する審判体制として本年度も実施する

　　　　　　　①派遣審判員数（開催県４名十審判委員長，会揚地以外の各県２名）計13名

　　　　　　　　・当該対戦県以外の派遣審判員が正書を受け持つ。副審は開催県審判

　　　　　　　②派遣審判員の資格

　　　　　　　　・１級または２級の資格取得者で各県を代表する能力保持者

　　　　　　　③派遣に伴う経費等

　　　　　　　　・交通費及び宿泊費は各県の負担とする。宿泊，弁当は開催県が手配・負担

　　　　　　　④その他

　　　　　　　　・派遣審判員は監督会議までに現地集合

　　　　　　　　・派遣審判員の名簿提出は参加申込み時までに開催県理事長に提出

●第３回北信越連盟理事長会議

　日時：平成23年Ｌ月14日(土)

　会場：石川県金沢市

　議題:1.平成23年度事業報告

　　　　2.平成23年度決算報告

　　　　3.平成24年度事業計画(案)

　　　　4.平成24年度収支予算(案)

　　　　5.その他
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☆年度別大会開催予定表

　　　北信越ソフトテニス連盟主催等
大会ローテーションおよび大会日程（案）

平成24年1月14日現在

年　　度
各　　種　　大　　会　　名

社会人等 高校選手 実業団り 中学選手 ミニ国体 高校イン 中学イン 社会イン

24(2012) 新潟県 福井県 石川県 長野県 福井県 石川県 長野県 新潟県

25(2013) 新潟県 長野県 福井県 石川県 新潟県 長野県 石川県 新潟県

26(2014) 福井県 新潟県 長野県 新潟県 石川県 石川県 新潟県 新潟県

27(2015) 石川県 石川県 新潟県 福井県 富山県 長野県 福井県 新潟県

28(2016) 新潟県 富山県 富山県 富山県 長野県 石川県 富山県 新潟県

29(2017) 長野県 福井県 石川県 長野県 福井県 長野県 長野県 新潟県

30(2018) 富山県 長野県 福井県 石川県 新潟県 石川県 石川県 新潟県

31(2019) 福井県 新潟県 長野県 新潟県 石川県 長野県 新潟県 新潟県

ｇ　　　　　びミニ　　　　、

年度 国　体 国体開催市 ミニ国体

24(2012) 岐阜県 瑞浪市他 福井県

25(2013) 東京都 調布市他 新潟県

26(2014) 長崎県 長崎市他 石川県

27(2015) 和歌山県 富山県

28(2016) 岩手県 長野県

29(2017) 愛媛県 福井県

30(2018) 福井県 新潟県

31(2019) 茨城県 石川県

32(2020) 鹿児島県 富山県

フ１－　腿力匪｀

開催年度 フリー組数 その他種別 記事

24(2012) 成年女子４７ 16 9/30～10/3

25(2013) 少年男子４７ 16 9/29～10/2

26(2014) 少年女子４７ 16 10/13～10/16

27(2015) 成年男子４７ 16

28(2016) 成年女子４７ 16

29(2017) 少年男子４７ 16

30(2018) 少年女子４７ 16

31(2019) 成年男子４７ 16

32(2020) 成年女子４７ 16
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●強化部

　１．富山県体育協会強化事業【富山県体育協会経費補助】

　《参考：富山県体育協会報告書より抜粋》

　　○強化スタッフ・選手指定事業（保険加入補助，指定証発行）

　　　　総監督　１名

　　　　少年男子　監　督　１名，コーチ　１名，選　手　９名

　　　　少年女子　監　督　１名，コーチ　１名，選　手　９名

　　　　成年男子　監　督　１名，コーチ　１名，選　手　９名

　　　　成年女子　監　督　１名，コーチ　１名，選　手　９名

○組織整備事業（組織強化補助:150,000円）

○合宿・遠征事業（競技力向上補助:4,760,000円）

○アドバイザー招聘事業（トレーナー・片岡　淳:369,000円）

○スポーツ道場開催事業（競技力向上補助:1,000,000円）

２．競技スポーツ振興事業【富山県体育協会経費補助：小学生対象（200,000円）】

３．そ　の　他

　○スタッフ会議，強化練習会，近県合同練習会ほか

●競技部

※平成23年度の県内大会成績等については富山県ソフトテニス連盟ホームページをご覧下さい。

　　ホームページのアドレスは，以下の通りです。

　　　http://www.sta.orgp/~toyama/
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