
平成２５年度総会

と　き　　平成25年4月６日（土）15時00分

ところ　　富山第一ホテル

富山県ソフトテニス連盟



１．会長挨拶

２．表彰

平成２５年度　総会議題

３．本部評議員会・東日本連盟総会報告

４．北信越連盟会議報告

５．協議事項

(I)平成24年度事業報告

(2)平成24年度決算報告

(3)平成25年度事業計画(案)

(4)平成25年度収支予算(案)

(5)役員改選

(6)その他
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１

平成24年度(財)F1本ソフトテニス連盟表彰

○　支部功労者

○優良団体

田中誠治（富山県ソフトテニス連盟・副理事長・高岡ビッグウェーブ）

島　　健二（富山県高体連ソフトテニス専門部・富山県立入善高等学校）

射水市ソフトテニス協会

○　ジュニア指導者特別表彰

　　　　　　　　　　杉山　誠一，

　　　　　　　　　　晩田　信二

○　全日本ランキング表彰

大石

近藤

真吾，

康範，

小倉

清田

恵美，

義之，

松浦　　勉，

松浦友里恵，

福井康弘，

大鋸谷健一

種　　別 順位 氏　　　名 所　　　　属

社会人女子 5位
徳川愛実

宮下愛美
(株)タカギセイコー

成年男子 １位 小峯秋二 高岡ビッグウェーブ

女子シングルス 5位 徳川愛実 (株)タカギセイコー

U-20女子シングルス 2位 徳川愛実 (株)タカギセイコー

高校女子 2位
中川端貴

高畑菜侑
富山県立高関西高等学校

２．平成24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対象に以下の通りと表彰する。

１．

２．

３．

功労者表彰

価秀麗手｛指導者、団体を含むl表彰

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鐘る。

　１．本賞は賞状並びに記色品とする。

　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)奥井貢(特別表彰1:

　　　　　　　　会長、II)会長、趨事長として通算I{}年以上右撞し、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)感謝状：

　　　　　　①‐間を除く役員として通算10年以上経過Ｌ、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葛められる者

　　　(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．本賞は賞状並ぴに以下に定める激励金とする。

　　　　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。ただし、国体li瞳く。

　　　　　　　（1）特ll』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ぴ指導者|激励金３万円】

　　　　　　　（2）優秀選手：

　　　　　　　　　　　日本ソフトチ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【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ぴ裴催大会において、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）I

　　　　　　　｛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粂年間ランキング表彰は、別に定める当該年度の大会郷におけるポイント上位者〔箇３位まで〕に贈る。

第５粂本賞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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－２－　。
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○優秀選手表彰

　（1）優秀選手

（2）優良選手

氏　　名 表　彰　事　　由

高岡西高校 表彰規定第３条第２項(3)H23全日本高等学校選抜大会女子団体３位

富山県男子

中学生選抜
表彰規定第３条第２項(3)H23都道府県対抗全日本中学生大会男子団体３位

徳川愛実 表彰規定第３条第２項(3)H24ジュニアジャパンカップU-20女子２位ほか

中川瑞貴 表彰規定第３条第２項(3)H24全国高校総体女子２位

高畑菜侑 表彰規定第３条第２項(3)H24全国高校総体女子２位

山本　陸 表彰規定第３条第２項(4)H24東日本小学生選抜ソフトテニス大会３位

尾山仁哉 表彰規定第３条第２項(4)H24東日本小学生選抜ソフトテニス大会３位

○富山県ランキング表彰

種別 第　１　位 第　２　位 第　３　位

小学男子

　山本　陸

(福光ソフトテニス少年聊

　尾山仁政

(福光ソフトテニス少年団)9

　藤井理央

邸波東部八二ｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

　五十嵐海渡

邸波東部ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗｱ）

　生駒秦貴

(滑川ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

　岩崎江右

(湘||ジュニア掛ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

　岩崎京右

(滑川ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾟ)

　柏崎利貴人

(滑川ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾟ)

小学女子

古川綾香

(WING射水少年団)
川崎　李

(WING射水少年団)

　中山晴香

(おやベソフトテニス少年団)

　福井鈴花

(おやベソフトテニス少年団)

酒井莉穂

(WING射水少年団)
津沢優羽

(WrNG射水少年団)

山下花奈

(WING射水少年団)
水上　　悠

(WING射水少年団)

中学男子

横山健也

(滑川市立滑川中学校)
林　加藤

(滑川市立滑川中学校)

斉藤修也

(滑川市立早月中学校)

山本楓太

(滑川市立早月中学校)

近藤泰樹

(砺波市々庄西中学校)

山田朝丈

(砺波市な庄西中学校)

高畑　　萩

(砺波市立疼西中学校)

津田恭輔

郷市立庄西中鴇

中学女子

宮越稀愛

(氷見市立北部中学校)
村井琴音

(氷見市立北部中学校)

　荒木郁菜

(射水市立小杉南中学校)

　桑名優依

(射水市立/｣ヽ杉南中学校)

服部瑞季

(砺波市立庄川中学校)

武田小瑚

郷市立庄川中鴇

　原　顧七子

(射水市立小杉南中学校)

　向野詩織

(射水市立小杉南中学校)

高校男子

　上板拓也

(富山県立高岡商業高等学校)

　中田滉士

(富山県立高岡商業高等学校)

　伊藤　幹

(富山県立高岡商業高等学校)

　焼田郁弥

(富山県立高岡商業高等学校)

　榊　　勇人

(富山県立高岡商業高等学校)

　前田暁人

(富山県立高岡商業高等学校)

　荒木彰吾

(富山県立高岡商業高等学校)

　酒井佑貴人

(富山県立高岡商業高等学校)

高校女子

　中川端貴

(富山県立高岡西高等学校)

　高畑菜侑

(富山県立高岡西高等学校)

　湊　和香奈

(富山県立高岡西高等学校)

　山崎　　和

(富山県立高岡西高等学校)

　茂住真緒

(富山県立高岡西高等学校)

　堀井詞弥

(富山県立高岡西高等学校)

　　吉田知央

(富山県立高岡商業高等学校)

　　谷村まなみ

(富山県立高岡商業高等学校)

３．元気とやまスポーツ賞

　　○スポーツ活動部門（個人）

- 〃 奢 ゝ ･ ･ I L n u

山本　随一尾山仁政ペア（福光ソフトテニス少年団）

-

3－l
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３．本部評議会報告

　平成２４年度評議貴会が、下記の通り、全国４７都道府県代表等の評議員と本部役員等が出席し開催

されました。

　以下に、要旨の抜粋を記します。

☆定例評議員会：平成24年６月17日（日）

　会場　東京グリーンパレス（東京都内）

　議題（1）第１号議案平成23年度事業報告について

　　　　（2）第２号議案平成23年度収支決算について

　　　　　　※詳細は下記の日本連盟HPを参照下さい。

　　　　　　　http://www.sta.orgp/news/2o12/06/5040.html

☆臨時評議員会：平成24年12月２日（日）

　会場　東京グリーンパレス（東京都内）

　議題（1）平成25年度事業計画案及び収支予算案等について

　　　　　　※詳細は下記の日本連盟HPを参照下さい。

　　　　　　　http://www.sta.orgp/news/2012/11/5386.html

　　　　　　　http://www.sta.orgp/news/2012/12/5415､html

　　　以下に詳細を記載

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度事業計画

※大会要項の改訂

　ア。ハイスクールジャパンカップ

　　・ダプルスに加え、各都道府県より男女１名の参加数で、シングルスの種別を新設する。

　イ。全日本シニア選手権大会

　　・男女８０歳以上の種別を新設する。

　［参考］国民体育大会（平成２４年度より実施）

　　・監督は、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ソフトテニス指導

　　　員、公認ソフトテニス上級指導員、公認ソフトテニス=コーチ、公認ソフトテニス上級=･一チの

　　　いずれかの　資格を有していること。

　　・監督は、選手と兼ねることはできない。

　　・監督は、成年女子・少年男子・少年女子の種別に参加する数と同数とする。（１都道府県あた

　　　り最大３名まで）

※国民体育大会の出場枠の検討

　　・国民体育大会の種別参加数の増加についてシングルス導入を含めて検討を行い、（公財）日本体

　　　育協会との調整を図る。

※大会参加申込のシステム化

　　・平成24年度からの主催大会の参加申込システム活用により、参加資格のチェック等による事

　　　務負担の軽減と参加申込の効率化を図る。併せて支部大会申込のシステム活用に向けて試行す

　　　る。

※ゼッケンの統一化

　　・ゼッケンの表示方法をより明確にし、統一化を図る。

－４－
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平成25年度大会日程並びに開催地一覧

大　会　名 開催地 日　　　　程 26年度

主

催

大

会

第6回東アジア競技大会日本代表予選会 広島県･広島市 （予定）4月28日（日）～　29日（月） /
第20回全日本シングルス選手権大会 熊本県･熊本市 5月18日（土）・　19日（日） 愛知県･一宮市

男子第58回･女子第57回

全日本実業団選手権大会
長崎県･佐世保市 7月26日（金）～　28日（日） 和歌山県

第30回全日本小学生選手権大会 山梨県･甲府市他 8月１日（木）～　４日（日） (九州)

第41回全日本社会人選手権大会 北海道･札幌市他 9月７日（土）・　８日（日） 京都府･福知山市他

第20回ＪＯＣ杯･全日本ジュニア選手権大会広島県･広島市 9月14日（土）・　15日（日） 広島県･広島市

第17回全日本シニア選手権大会 兵庫県･神戸市他 9月20日（金）～　22日（日） 徳島県･徳島市他

第68回天皇賜杯･皇后賜杯

　全　日　本　選　手　権　大　会
茨城県･神栖市 10月25日（金）～　27日（日） 秋田県･大館市

第２７回日本実業団リーグ 京都府･福知山市 11月１日（金）～　３日（日） 京都府･福知山市

第20回全日本クラブ選手権大会 千葉県･白子町 11月２日（土）・　３日（日） 千葉県･白子町

第３１回日本リーグ 広島県･広島巾 広島県･広島市

第59回全日本インドア選手権大会 大阪府･大阪市 26年　2月２日(日) 大阪府･大阪市

日　本　リ　ー　グ　入　替　戦 愛知県･名古屋市 26年　2月８日（土）・　９日（日） 愛知県･名古屋市

ス拠
紹

ツ業

第8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15日（金）～　18日（月） 宮崎県･宮崎市

第25回都道府県対抗全日本中学生大会 三重県･伊勢市 26年3月26日(水)～　28日(金) 三重県･伊勢市

第１３回全国小学生大会 千葉県･白子町 26年3月29日（土）～　31日（月） 千葉県･白子町

共

催

大

会

第４２回ハイスクールジヤパンカップ 北海道･札幌市 6月21日（金）～　23日（日） 北海道･札幌市

西日本シニア選手権大会 三重県･四日市市鮑 6月29日（土）・30日（日） 高知県･高知市

第６８回東日本選手権大会 福井県･福井市他 7月13日（土）・　14日（日） 青森県･青森市旭

第６７回西日本選手権大会 岐阜県･瑞浪市他 7月20日（土）・　21日（日） 香川県･高松市

全日本高校選手権大会（男子） 大分県･大分市 8月１日（木）～　４日（日） 千葉県･白子町

全日本高校選手権大会（女子） 大分県･大分市 7月28日(日)～　31日(水) 千葉県･白子町

全日本学生選手権大会 山形県･山形市他 8月３日(土)～　８日(木)

第40回全日本レディース大会(個人戦) 徳島県･徳島市他 8月２日（金）～　４日（日） 宮崎県･宮崎市他

第４４回全国中学校大会 愛知県･一宮市 8月19日(月)～　21日(水) 香川県･高松市

第35回全日本レディース決勝大会(団体戦) 千葉県･白子町 8月24日（土）～　26日（月）

日本スポーツマスターズ２０１３ 福岡県･北九州市 9月14日（土）～　16日（月） 埼玉県･熊谷市

第６８回　国民体育大会 東京都･世田谷区 10月４日(金)～　７日(月) 長崎県･佐世保市

第３９回全日本高校選抜大会 愛知県･名古屋市 26年3月29日（土）・　30日（日） 愛知県･名古屋巾

国
際

第21回日･韓･中ジュニア交流競技大会 中国･灘坊市 8月23日(金)～　29日(木) 岩手県

第６回東アジア競技大会 中国･天津市 10月10日（木）～　14日（月） /
その庖 第２６回ねんりんピック２０１３ 高知県･高知市 10月26日(土)～　29日(火) 栃木県･那須塩原市

－５
-

　 －
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一

【ゼッケンについて】

(公財)日本ｿﾌﾄﾁﾆｽ通盟の主催大会には指定のゼッケンを着用すること。

回

　･B5版白の台布に黒文字で記入(持太ゴシック体で明記)

　･上段Ｉ／４に郡道府県名(都府県の記畝なし)･学連

　　〈参考フォントサイズ－１２０〉

･中段２／４に名前

　　〈参考フォントサイズ＝２００〉

･下段ｌ／４に所属名(企業名･クラプ･学校名)

　　〈参考フォントサイズー１００〉

原文字数が多い●合は､見やすり龍一で41イント敵を絢讐してください

回

都道府県名

姓(苗字)

所属名

　平成21年度にゼッケン基準が改訂され3段表記となりましたが、これまで平成20年度基準の2段表記の

ものも使用を認めておりました。

　平成25年度より日本連盟主催大会についてはゼッケンは3段表記に統一します。

－６－，
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４．東日本連盟総会報告

　　　平成24年度総会が、12月１日（土）14時00分から東京グリーンパレス（東京都内）において、

　　　東日本連盟加盟都道府県代表者と東日本連盟役員が出席し開催された。

　　　以下に、要旨の抜粋を記す。

　　　議題1.平虚25年度東日本選手権大会について

　　　　　　　○開催日時：平成25年７月13日（士）～ﾌ月14日（日）

　　　　　　　○開催場所：福井県福井市ほか　７会場

　　　　　　　○ゼッケン着用の義務づけ

　　　　　　　○高校生の出場枠はｔ信越ブロック４ペア以内、各種別はフリー（一般男女は技術等韻

　　　　　　　　２級以上が必要）

　　　　　　　○中学生の出場枠はＺペア以内

　　　　　　　○全種別とも公認審判員の資格を有すること

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24年５月12日（土）

　会場：上越市

　議題:1.北信越ブロック国体抽選　ほか

●第13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24年８月25日（上）北信越ブロック国体第１日目

　会場：福井市

●第２回北信越連盟理事長会議

　日時：平成24年12月１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）

　議題1.平成24年度事業報告

　　　2.平成25年度事業計画

　　　3.大会ローテーションの確認

　　　　　．ヽ’成26　度より北信越選手権はローテーションに戻す

　　　4.北信越選抜インドア選手権について

　　　5.平成25年度競技者育成プログラムStep3のローテーションについて

　　　　　・平　26　　j;　は「石川県　が主゛する

●第３回北信越連盟理事長会議

　日時：平成24年12月14日（金）北信越選抜インドア選手権の前日

　会場：上越市

　議題：１．平成24年度事業報告

　　　　2.平成24年度決算報告

　　　　3.平成25年度事業計画（案）

　　　　4.平成25年度収支予算（案）

　　　　5，平成25年度競技者育成プログラムStep3

　　　　　・8月30日（金）～9月１日（日），浅間温泉庭球公園

　　　　6.その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－７－．
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記事

一

　　　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Z4年11月14日覆在

年　度
各　穏　大　会　名

蔵番練磨蓼柵 ・US 実婁摺り－ダ 中争廟季・争槽 ミぶ●俸 高枝fンドア 中学インドア 盾俵インドア

2S(2013) 新湊県 長野県 福井県 石川県 新興県 石川県 石川県 新潟県

Z6(ZO14) 福井県 新興県 長野県 新潟県 石JII県 石JIS県 新備県 新鸚県

27(2015) 石川県 石川県 新編県 纂非業 言山県 長野県 福井累 長野県

28(2016》 富山県 言山県 富山県 言山県 長野県 石川県 富山県 石川県

Z912017） 長野県 標非県 石川県 長野県 椙非県 長野県 長野県 長野県

加は018》 箭壽県 長野県 福井県 石川県 新満集 石川県 石川集 石川県

31(2019》 福井県 新壽県 長野県 新憐県 石川県 長野県 新壽県 長野県

32ほ0諦 石川県 石川県 新興県 福井県 富山県 石川県 柵非県 石川県

皿

　　　　　　　　　　　　大会名

北借越ソフトテニス１季権大会

北借越高校総會俸宵大●（ソフトテニス越技）

草廬25年席大会日程（案）_

北借越中学総合体育大●（ソフトテニス競技）

北借越御民体育大金（ソフトテニス競技）

鏡技者育成プログラムＳｔｅｐ３

北借越選抜インドアソフトテニス返手機大会

北借越高校選抜インドアソフトテニス選手機大会

北借越中学越抜インドアソフトテニス選手槽大会

石川県
-

新鴉県
-

長野県
-
新椙県
-
石川県
-
石川県

－８－

闇値地

圈ａフlj一差劃●匍皺詮

間催日

－ 一 一
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６．協　議　事　項

　（１）平成24年度事業報告

●総務部（事務局）

　１．日本連盟関係 東日本連盟総会，日本連盟評議員会報告を参照

小中高指導者講習会

　平成25年２月16日～17日（大阪）

　出席者：近川（小学生），渋谷（中体連），山森（高体連）

２．北信越連盟会議　　北信越連盟関係会議報告を参照

３．納

４．理

会

事 会

５．対外諸会議

○県体協関係会議

６．そ　　の　　他

　○事務連絡会等

　○ホームページの更新

24年11月23日（新川地区担当）：総合結婚式場海老よし（滑川）

第１回

第２回

24年11月23日

25年２月20日

総合結婚式場海老よし(滑川)

富山県総合体育センター

24年５月16日，５月24日，８月30日，11月８日

11月28日，12月21日，25年３月７日

随

随

時

時

●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】

　　○強化スタッフ・選手指定事業（保険加入補助，指定証発行）

　　　　総監誓　１名

　　　　少年男子　監　督　１名，コーチ　１名，遷　手　８名

　　　　少年女子　監　督　１名，コーチ　１名，遭　手　８名

　　　　成年男子　　　　　　　コーチ　１名，選　手　８名

　　　　成年女子　監　督　１名，コーチ　１名，選　手　８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:5,119,600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（180,000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24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/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9－-
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（３）平成25年度事業計画（案）

Ｉ．事業方針

　１．会員登録の促進

　２．競技力向上対策事業の実施【強化部】

　　　①国体上位入賞のための強化事業

　　　②北信越・東日本・全日本大会等の競技会への派遣

　　　③競技者育成プログラムの推進　　　※参考資料

　　　④小学生を中心としたジュニア層の強化

　３．生涯スポーツとしての「ソフトテニス」の普及促進

　　　①「ソフトテニスの週間」の実施

　　　②シニア層の普及・振興

　　　　・　全日本マスターズ大会への派遣助成

　　　　・　シ＝ア講習会の実施

　　　③レディース層の普及・振興

　　　　・　富山県レディース大会への支援

　　　　・　全国大会への派遣助成

　　　④中学・高校生の普及と強化

　　　　・　ジュニアオープン大会の開催

　　　　・　競技者育成プログラムの推進

　　　⑤小学生の普及と強化の促進

　　　　・　富山県小学生ソフトテニス連盟の活動支援

　　　　　　ジュニア競技者増加対策，強化対策

　　　　・　全国大会への派遣助成

２．審判員養成と技術等級制度の促進

　　①公認審判員の認定（新規・更新）

　　②技術等級の認定

３．広報活動の活性化

　　①ホームページのリニューアルと会員へのサービスの向上

　　②富山県ソフトテニス連盟TV（動画配信）の充実

　　③大会記録等のマスコミヘの提供

肛．行事日程並びに大会要項

　　１．行事日程表（別紙参照）

　　２．大会要項の整備

-

16－
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平成25年度富山県ソフトテニス連盟事業計画(案)
2013/3/14修正

月 一般小学生等 会場 中学大金 ●場 高枝大会 会場 北信越･全国大金他 会場
e

7

14
21

21
2a

29

総会

春季ｸﾗﾌﾟ対抗(8面)

シングルス大会(5面)

春季選手権(予備日5/5X全面)

全日本シニアレディース県予選

前田杯(一般)

第一H

前田

宮野山

岩瀬

新湊

前田

10～14全日本ｱﾝﾀ'一合審(女子)

27～29東西交流大食(勇子)

29　前田杯(中学)

高間･ア他

コア他

高岡コア

卸　春季選手権(ダブルス)

21　春季避手植(シングルス)

高岡コア

高岡コア

28.29第6回東アジア競技大会予選 広島市

3
5
12

19

26

小学生●季大會

ねんりんピック(予備19日)ｵﾑﾆ

ｽﾎﾟﾚｸ(予備日6/2)

ハ尾

岩瀬

前田

3～5東西交流大食(女子)

6　U-14強化指定選手遍考食

コア他

寓間コア

25　総体地区予選(予歯日26) 各地区

12　北信越選手権

18j9第20佃全日本シングルス選手1

上越市

籐本市

１

２

２

第30個１山ｌ小学生還手植(予

実業団県予選(5面)

レディース県大食(予備白16)

全日本マスターズ予選会(午後)

国体選考会{全面)

岩羞

宮野山

前田

前田

宮野山

14～16各地区大会 各地区

1～3県高校総体

９　２縁審判講習会

15,16北信越高枝ａ手権

高岡コア

各地区

長野市

９　北信越小学生大会

15,16北信越高校選手権

21～23第42回八イスクールジャバンカツプ

22j3第13回北借越小学生クラプ選1

30　北信越実業団リーグ

上越市

長野市

札幌市

藁岡コア

福井市

　a

　7

　14

?

　28

第22回スポ少交流会

県体3部(学童)

県体1部4成年X予定)

金日本選挙槽予選會(8面)

県休2郁(一般)3餉一般X予傭t

城端

ハ尾

(未定)

豚

小矢部

13　県選挙権個人戦

15　県選挙権団体敬

20　県体(中学)

27　　ｼ'zﾆｱｵｰﾌﾟﾝ予選

高岡コア

寓興コア

高岡コア

コア他

　　禰獅

14/ S体(予傭日加)

弓　国体選考会

24～26インターハイ強化練習会

31　ジュニア大会(個人執)

彭

高岡ｺｱ

13j4東日本小学生選手権大金

13.14第闘回東日本選手権

26～28全日本実集団遍季権

28～31インターハイ(女子)

仙台市

権弁市他

佐世保市

大分市

4

11

1a

25

鉄壁大・ 滑川

3.4　北僅差強化練Ｗ会

8.9　北信越大会

10,11ジュニアオープン決勝大金

高岡コア

能登町

コア他

14～le北信越研修(女子)

17～19北信越研修(男子)

21　ジュニア遇季権(男子団体)

22　ジュニア遊季権(女子団体)

高岡コア

高岡コア

高岡コア

高岡コア

1～4　第30回全日本小学生還學権

1～4　インターハイ(勇子)

2～4　全日本レディース大食(傭人戦

3～8　食日本学生選手権大食

19～21篤44回全国中学校大会

23～29日韓申ジュニア交貴競技大会

24～26全日本レディース決勝大食(団

24.25北信越国体

甲府市他

大分市

徳島市他

山形市他

一宮市

灘坊市

白子町

村上市

1
a

15
21

22
28

Z9

北日本選手権12面(予8)

第11回小学生秋季大舎(予22)

県選手権

KENKOCUP(小学生)予選

小学生シングルス研修大会

岩瀬

岩瀬

前田

小矢部

小矢部

20～23各地区新人大会 各地区 16　秋季・早権(ﾀｙﾙｽ)

22　秋季選手権(ｼﾝｸ'ﾙｽ)

高岡コア

高岡コア

1,1　競技者育成プログラムStsp-3

.a　第41回全日本社食人選手権大

　　　北信越レディース遍手植大会

4.15第20佃全日本ジュニア選手権］

4～16日本スポーツマスターズ2013

1～22第17回全日本シニア選手権大

松本市

札幌市他

高岡コア

広島市

北九州市

神戸市他

10

e

e

13
13

21
27

フレンドシップ大会(予6岩羞)

yﾌﾄﾃﾆｽの日百才大会

ｿﾌﾄ予二λの日新保杯(予定)

北信越インドフ予選会(全面予1

長尾杯(レディース)(予11/3)

八尾

ハ尾

酋田

宮野山

ハ尾

12　県選俵大金

14　S・府県一次予選

高岡コア

高間コア

26　インドア地区予選(予備日27 各地区

4～7　篤郎回国民体育大会

10～14第6回東アジア鍍核大会

25～27第68回全日本選手権

26～29篤26回ねんりんﾋﾟｯｸ2013

26,27北瞳3県ハマナスカップ

28～30全日本シニアレディース

世田谷区

天津市

捧栖市

高知市

内灘町

長浜市
3

10

16

17

24

加

秋季ｸﾗﾌﾞ対抗(全面)

１山県小学生冬季大会(女子)

富山県小学生冬季大金(男子)

Ｓ山県小学生冬季く6年勇女)

言野山

福光屋内

福光屋内

権光・内

３　ジュニアオープン1年生大●

　　　北信越研修大会

コア他

新澗県

9,10　Ξ県合同研修大会 高岡コア

1～3　第27回全日本実集団リーグ

2.3　第20回金日本ｸﾗﾌﾟ遍手植

IS～18第8回ジュニアジャバンカップ

23j4北信越小学生インドア

21～24第31回日本リーグ

福知山市

白子町

宮崎市

小松市

広島市
12 1

7

8
15

22

Z9

納会 言山地区 15　　県インドア(善ｌ府県最終) 小杉総体

21　県インドア傭人男子

22　鍬インドア個人女子

26　県インドア団体女子

27　県インドア団体男子

県総合体

隣総合体

黒部総体

黒部総体

14.15北信越一般インドア

21～23 KENKOCUP(小学生)

上越市

簾谷}゛-ﾑ

石

12

12
1e

19

S

県インドア選手権

小学生強化練冒

県総合体

福光屋内

4　U-14強化サーキット金

11　U-14強化サーキット会

西部休青

西部休育

la､19北信越高校インドア

26　北信越中学インドア

小松市

金沢市

1

2
8

16

23

小学生強化練習 福光・内

I　U-14強化サーキット會

8　U-14強化練習会

15　U-14強化サーキット会

西部体育

県総合体

西部体育

２　第59回全日本インドア選手権

8,9　日本リーグ入善戦

大阪市

名古屋市

1
2
9

16
23
加

小学学年別インドア大会(女子)

小学学年別インドア大・(男子)

氷見

氷見

I　U14強化サーキット会

a　U-14強化練菅食

16　U-14強化練習会

西部体育

県総合体

県総合体

9,10　北信越研修大会 高岡コア

26～28篤25卸都道府県対抗中学

29､30第39回全日本高校遍抜

29～31第13回全国小学生

伊勢市

名古・市

白子町

県迪主催一般大金申込先:大●の1週間前迄　鐘撞舗漆闇値治へ　T･|（F･x典）07a5－57－3050

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールurunJn41自●｡｡.m｡jD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－47－
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