
2022 年度　大会等日程一覧
※大会申込みは、ほぼすべての大会で大会当日の10日前となります。北信越/東日本/日連主催大会などは別途展開します。 2022/3/21現在

※新型コロウイルスの感染対応に伴い、下記日程について変更または中止もありえます。ご協力をお願いいたします。

月 日付 曜日 主催 大会名等 対象 会場 面数 運営担当クラブ
当日会計運営

(案)

04月02日 土 ⾧岡 中学生強化研修会 中学男女 希望が丘コート 16 中学

県連 県中学3年生国体予選会 中学男女 燕 9 県連

⾧岡 春季⾧岡地区選手権大会 高校男女 希望が丘コート 8 高校

04月10日 日 県連 県クラブ対抗大会 一般/シニア 燕 9 県連

04月16日 土 ⾧岡 春季⾧岡地区選手権大会 中学男女 希望が丘コート 16 中学

⾧岡 市民スポーツ祭 小学生 希望が丘コート 4 少年団

県連 二級審判員検定会・研修会 岩室公民館 県連

04月23日 土 県連 ハイスクールジャパンカップ予選(ダブルス) 高校男女 新潟市庭球場 16 県連

県連 ハイスクールジャパンカップ予選(シングルス) 高校男女 新潟市庭球場 14 県連

見附 春季見附ソフトテニス選手権大会 一般/シニア 見附運動公園 5 見附

04月29日 金 県連 春季県選手権大会　兼　全日本社会人予選会 一般/シニア 村上荒川 8 県連

05月04日 水 県連 県実業団選手権大会兼全日本予選会 実業団 胎内国際交流 8 県連

05月05日 木 県連 県小学生大会兼全日本予選会 小学生 新潟市庭球場 14 県連

05月13日 金 レディース 春季県レディース選手権大会 レディース 新潟市庭球場 7 レディース

⾧岡 市民スポーツ祭 中学女子 希望が丘コート 16 中学

中体連 県中学生選手権大会 中学生 新潟市庭球場 16 中学

⾧岡 市民スポーツ祭 中学男子 希望が丘コート 12 中学

⾧岡 市民スポーツ祭 一般/シニア 希望が丘コート 4 NSTC

県連 日本マスターズ2020県予選会ABCD区分 シニア 柏崎白竜コート 3 県連

05月22日 日 見附 近郷少年少女親善ソフトテニス大会 中学女子 見附運動公園 5 見附

05月27日 金 高体連 5/27～29　高校県総体(女子)　 高校女子 新潟市庭球場 高体連

見附 近郷少年少女親善ソフトテニス大会 中学男子 見附運動公園 5 見附

県連 ねんりんピック交流大会兼予選会 シニア 五泉市粟島 4 県連

06月03日 金 高体連 6/3～6/5　高校県総体(男子) 高校男子 希望が丘コート 16 高体連

06月04日 土 県連 国体1次選考会(成年の部) 成年 胎内 6 県連

06月05日 日 県連 国体2次選考会(成年の部) 成年 胎内 6 県連

06月07日 火 レディース 全日本レディース新潟県予選会 レディース 新潟市庭球場 7 レディース

06月11日 土 ⾧岡 市民スポーツ祭 高校男女 希望が丘コート 8 高校

⾧岡 春季⾧岡地区選手権大会 一般/シニア/小学生 希望が丘コート 8

北信越 北信越小学生選手権大会    6:00~17:00 小学生 上越市 16 北信越

県連 県シニア混合大会　シニア50 シニア50 荒川 県連

06月17日 金 北信越 6/17～19北信越高校総体 高校男女 高岡市 北信越

06月25日 土 県連 国体最終選考会(成年) 一般男女 燕スポーツパーク 4 県連

県連 国体最終選考会(成年) 一般男女 希望が丘コート 4 県連

県連 マスターズ県予選会(E区分) シニア 希望が丘コート 2 県連

07月03日 日 県連 ミズノカップ県ジュニア選手権大会 ジュニア 新潟市庭球場 14 県連

07月06日 水 レディース シニアレディース　新潟県大会 レディース 燕スポーツパーク レディース

07月09日 土 ⾧岡 ⾧岡ミックス大会 フリー 越路河川公園コート 4

中体連 7/16～17　中学県総体 中学男女 希望が丘コート 16 中体連

東日本 7/16～17　東日本ソフトテニス選手権大会 ⾧野市・松本市 東日本連盟

07月23日 土 県連 県中学生学年別シングルス大会 中学男女 新潟市庭球場 14 県連

県連 YONEXカップ　県選手権大会全日本選手権予選会 一般男女/シニア 希望が丘コート 8 県連

⾧岡 ⾧岡地区中学生審判講習会 中学男女 希望が丘コート 8 中学

08月04日 木 北信越 8/4～5北信越中学総体 中学男女 ⾧野市 北信越

08月06日 土 ⾧岡 ヨネックス杯兼中越地区選手権大会 中学女子 希望が丘コート 16 中学

08月07日 日 県連 二級審判員検定会・研修会 上越市カルチャーセンター 県連

08月16日 火 ⾧岡 ヨネックス杯兼中越地区選手権大会 中学男子 希望が丘コート 12 中学

08月20日 土 ⾧岡 ヨネックス杯兼中越地区選手権大会 高校男女 希望が丘コート 8 高校

08月28日 日 ⾧岡 ヨネックス杯兼中越地区選手権大会 一般/シニア/小学生 希望が丘コート 8 ヨネックス
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県連 秋季県選手権大会 一般男女シニア 小千谷白山 8 県連

⾧岡 秋季⾧岡地区選手権大会 高校男女 希望が丘コート 8 高校

09月17日 土 県連 県小学生学年別大会 小学生 希望が丘コート 16 県連

県連 県小学生学年別大会(予備日) 小学生 希望が丘コート 16 高校

見附 見附ミズノオープンソフトテニス大会　団体戦 一般/シニア 見附運動公園 5 見附

09月23日 金 ⾧岡 ⾧岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘コート 8 中学

09月24日 土 ⾧岡 秋季⾧岡地区選手権大会 中学男子 希望が丘コート 16 中学

09月25日 日 ⾧岡 秋季⾧岡地区選手権大会 中学女子 希望が丘コート 16 中学

10月02日 日 ⾧岡 秋季⾧岡地区選手権大会 一般シニア 希望が丘コート 5 NSTC

10月05日 水 レディース 堀川杯秋季県レディース大会 レディース 新潟市庭球場 7 レディース

10月08日 土 県連 県小学生クラス別大会　　　　　　　　　　　予備日10/15 小学生 胎内国際交流 8 県連

10月09日 日 県連 全国小学生(シングルス)県予選会　　　　予備日10/10 小学生 燕スポーツパーク 9 県連

10月10日 月 ⾧岡 山田杯中学1年生大会 中学男女 希望が丘コート 16 中学

10月16日 日 県連 県クラブチーム選手権大会 クラブ 荒川 7 県連

県連 県中学生1年生大会（中越・上越）男子 中学 上越運動公園 16 中体連

県連 県中学生1・2年生大会（新潟・下越） 中学 新潟市庭球場 16

⾧岡 レモンズカップ大会 レディース みしま体育館 3 レモンクラブ

県連 県中学生1年生大会（中越・上越）女子 中学 上越運動公園 16 県連

見附 見附オープン秋季ソフトテニス大会 一般/シニア 見附運動公園 5 見附

県連 県中学生1・2年生大会（中越・上越） 中学 上越 16 中体連

県連 県中学生1年生大会（新潟・下越）男子 中学 新潟 16 県連

⾧岡 ⾧岡ミックス大会 フリー 越路河川公園コート 4

10月30日 日 県連 県中学生1年生大会（新潟・下越）女子 中学生 上越 県連

11月05日 土 ⾧岡 中学生⾧岡大会 中学男女 希望が丘コート 16 中学

11月06日 日 県連 県小学6年生大会 小学生 燕市体育館 3 県連

11月09日 水 レディース 県レディース大会　交流会 レディース 五泉市総合体育館 4 レディース

11月12日 土 県連 県インドア大会兼北信越インドア予選会 一般 みしま体育館 3 県連

11月13日 日 ⾧岡 ⾧岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘コート 8 中学

11月19日 土 ⾧岡 ⾧岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘コート 8 中学

11月23日 水 県連 都道府県対抗代表権予選会 五泉市総合体育館 5 県連

11月26日 土 県連 11/26～11/27　ヨネックスカップ北信越選抜インドア大会 一般 上越リージョンプラザ 4 県連

12月03日 土 ⾧岡 レモンズカップ大会 レディース みしま体育館 3 レモンクラブ

12月10日 土 県連 県小学生大会兼全国大会予選会 小学生女子 五泉市総合体育館 4 県連

中体連 県中学新人インドア　男子団体 中学男子 燕市体育館 4 高体連

高体連 県高校選抜インドア県予選会　団体 高校男女 五泉市総合体育館 5 高体連

高体連 県高校選抜インドア県予選会　男子個人 高校男子 みしま体育館 3 中体連

高体連 県高校選抜インドア県予選会　女子個人 高校女子 五泉市総合体育館 5 中体連

12月24日 土 中体連 県中学新人インドア　女子団体 中学女子 小千谷総合体育館 3 高体連

県連 県小学生大会兼全国大会予選会 小学生 小千谷総合体育館 4 県連

中体連 全国中学都道府県対抗最終予選会 中学男女 燕市体育館 3 中体連

01月09日 月 県連 支部⾧会議・表彰祝賀会 新潟市 県連

01月14日 土 北信越 1/14～15　北信越高校インドア 高校男女 小松市 高体連

01月21日 土 ⾧岡 ⾧岡インドア大会 中学男子 南部体育館 2 中学

⾧岡 ⾧岡インドア大会 中学女子 市民体育館 3 中学

見附 見附市民インドアソフトテニス大会 小中学生 見附総合体育館 2 見附

北信越 北信越中学インドア 中学男女 上越リージョンプラザ 4 北信越

01月28日 土 ⾧岡 ⾧岡インドア大会 一般/シニア 市民体育館 2 Swing⾧岡

日 ⾧岡 ⾧岡インドア大会 小学生 南部体育館 2 少年団

土 見附 見附市民インドアソフトテニス大会 一般/シニア 見附総合体育館 2 見附

02月12日 日 県連 二級審判二級審判員検定会・研修会 燕 県連

02月18日 土 ⾧岡 子供スポーツシャレンジ 中学女子 みしま体育館 3 中学

02月19日 日 ⾧岡 子供スポーツシャレンジ 中学男子 みしま体育館 3 中学

02月25日 土 柏崎 2/25~26　KS杯 柏崎 県連

03月05日 日 見附 見附近郷団体対抗ソフトテニス大会 一般/シニア 見附総合体育館 2 見附

03月11日 土 ⾧岡 ⾧岡インドア大会 高校男女 みしま体育館 3 高校

03月12日 日 ⾧岡 小学生ステップアップインドア大会 小学生 みしま体育館 3 少年団

03月18日 土 ⾧岡 中学生ドリームカップ 中学男子 みしま体育館 3 中学

⾧岡 中学生ドリームカップ 中学女子 みしま体育館 3 中学

県連 県シングルス大会兼全日本予選会 一般 新潟市庭球場 4 県連
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