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4/7（日) 第13回スポーツプラス杯ソフトテニス大会 9～18 一般男女 サホロ体育館 3 3/25 ダンロップカップ第26回北海道シングルス選手権大会 個人戦一般男 あつまスタードーム

4/27（土） （全十勝高校春季大会） 8～17 高校個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連 10 北 兼第26回全日本シングルス選手権大会　道予選 個人戦一般女 岩見沢市総合体育館

5/11(土) （全十勝高校選手権大会） 8～19 高校個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連 10 北 4/5～6(金～土) ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2019　北北海道予選大会 個人戦高校男女 旭川市総合体育館

5/12(日) 第37回スポーツシード杯全十勝加盟団体大会 8～19 団体男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 20 4/29 4/13～14(土～日) ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2018　南北海道予選大会 個人戦高校男女 道立野幌総合運動公園体育館

5/18(土) （帯広市中学校春季大会） 7～18 中学個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 20 第64回北海道実業団選手権大会

5/23～25(木～土) 十勝地区高体連予選 7～18 高校男女団体個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連　北 10 兼全日本実業団選手権大会北海道予選会

5/29(水) 全十勝レディースフェステバルソフトテニス大会 8～16 女子個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ ママ 5 5/15 5/18～19(土～日) 第41回北海道小学生選手権大会(兼36回全日本大会　予選） 個人戦小学男女 サン・スポーツランド美唄コート

6/4～8(火～土) 第70回北海道高等学校選手権大会 6～18 高校男女団体個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連　 20 5/26(日) 第51回ルーセントカップ北海道春季選手権大会 個人戦一般、成年、シニア男女 道立野幌総合運動公園テニスコート

6/9(日) 第33回道新杯全十勝ソフトテニス選手権大会 8～18 一般、成年、ｼﾆｱ、B級男女、小 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 20 5/27 6/1～2(土～日) 第74回国民体育大会北海道代表選考会(成年) 個人戦成年男女ダブルス 道立野幌総合運動公園テニスコート

6/15(土) （全十勝中学校春季大会） 6～18 中学個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 20 6/4(火） 第41回全日本レディース北海道予選大会 個人戦 札幌円山庭球場

6/16(日) 全十勝ミックス・シングル大会 8～16 ミックス、シングルス 大樹町営ﾃﾆｽｺｰﾄ 6 6/3 6/4～7(火～金) 第69回北海道高等学校選手権大会 団体戦個人戦男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ

6/29(土) 第74回国民体育大会十勝地区予選会（高校） 6～18 高校個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連　北 10 第31回北海道シニアソフトテニス大会兼マスターズ予選 60才以上男女 年代別構成

6/29(土) （帯広市夏季中体連大会） 7～18 中学男女 個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連　南 10 第32回全国健康福祉祭北海道予選大会（ねんりんピック） 60才以上男女 M男70以上

6/30(日) （帯広市夏季中体連大会） 7～18 中学男女 団体 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 20 6/15～16(土～日) 日本連盟競技者育成プログラム事業Ｕ17・20（男女高校3年生） 個人戦 苫小牧市営緑が丘公園テニスコート

6/30(日) 全十勝レディースソフトテニス大会 一般、ママ 緑ヶ丘ﾃﾆｽｺｰﾄ3面 ママ 3 6/15～16(土～日) 第73回国民体育大会北海道代表選考会(少年) 個人戦少年男女シングルス 苫小牧市営緑が丘公園テニスコート

十勝町村対抗 団体 大樹町 6/19～23(水～日) 第48回ｺﾞｰｾﾝ杯争奪ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2019 個人戦高校男女 札幌円山庭球場

7/7(日) 全十勝中学校夏季ソフトテニス大会 6～18 中学男女 個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 15 7/7（日） 第71回北海道ソフトテニス選手権大会 一般、成年、シニア男女 旭川花咲スポーツ公園テニスコート

7/13(土) 全十勝中学校夏季ソフトテニス大会 6～18 中学男女 団体 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 20 7/14（日） 第21回北海道支部対抗大会 団体 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ

7/14(日) 第21回北海道支部対抗ソフトテニス大会 7～18 全道団体 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 道連・帯連 10 北 7/20～21(土～日) 日本連盟競技者育成プログラム事業Ｕ14 個人戦 砂川・新十津川　調整中

7/21(日) 第61回北海道招待ｿﾌﾄﾃﾆｽ帯広大会 8～17 一般、成年、シニア男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 10 北 7/8 7/28（日） 第64回親子百歳混合夫婦ソフトテニス大会 個人戦　親子・百歳・夫婦・混合 三笠市営運動公園テニスコート

7/25～26（木～金） 第9回北海道高校生帯広研修大会 6～18 高校個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連 20 7/30～8/1（火～木） 第40回北海道中学生大会 団体戦、個人戦男女 千歳市青葉公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

7/27(土) 中学校・高校合同研修ソフトテニス大会 中学・高校男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中・高体連 20 8/8～10（木～土） 第74回国民体育大会北海道代表選考会(少年) 個人戦少年男女ダブルス 旭川花咲スポーツ公園テニスコート

8/4(日) 第15回タケシマ杯全十勝小学生ソフトテニス大会 個人 芽室町テニスコート 5 7/22 8/17～18(土～日) 第74回国民体育大会北海道代表選考会(成年) 個人戦一般男女シングルス 千歳市青葉公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

8/8～9(木～金) 中学校ヨネックス研修大会 8～17 中学男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 10 8/18(日) 第37回北海道実業団リーグ北海道ブロック大会 団体戦3組編成 三笠ドーム

8/18（日） 第74回東北海道都市対抗及び選手権大会 団体・個人 北見東稜運動公園 8/25(日) 第37回北海道秋季ソフトテニス選手権大会　 個人戦一般、成年、シニア男女 苫小牧市営緑が丘公園テニスコート

8/24～25(土～日) （全十勝高校新人戦） 6～18 個人男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連　北 10 9/3（火） 第47回北海道レディース団体大会 団体戦3組編成 札幌円山庭球場

8/24～25（土～日) （帯広市中体連秋季ソフトテニス大会） 7～18 中学男女団体・個人 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連　南 10 9/14～15（土～日） 第49回北海道高校新人ソフトテニス選手権大会 ダブルス・シングルス高校男女 苫小牧市営緑が丘公園テニスコート

9/7（土) （全十勝中体連秋季ソフトテニス大会） 6～18 中学男女個人 　 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連　北 10 9/17（火） 第34回北海道オールレディース大会 個人戦1部～5部 千歳市青葉公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

9/14（土) （全十勝中体連秋季ソフトテニス大会） 6～18 中学女子 団体 　 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連　北 10 9/21（土） 第7回小学生シングルス及び第18回全国小学生道予選会 個人戦小学男女 サン・スポーツランド美唄テニスコート

9/15（日) （全十勝中体連秋季ソフトテニス大会） 6～18 中学男子 団体 　 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連　北 10 12/15（日） 第58回ヨネックスカップ北海道インドア選手権大会 個人戦一般男女 男子　滝川スポセン　女子　砂川市総体

9/21（土) （全十勝高校新人戦） 6～18 団体男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 高体連　南 10 12/26～27(木～金) ケンコーカップ第41回北海道中学生団体対抗大会 中学団体男子26日女子27日 滝川スポ-ツセンタ-

9/22(日) 第41回勝毎杯全十勝女子ソフトテニス大会 8～17 一般女子、ママＡ、Ｂ 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 勝毎 5 12/26～27(木～金) 第6回中学生シングルス及び第30回全国中学生道予選会 中学男子27日女子26日 砂川総合体育館

9/29(日) 第74回全十勝ソフトテニス選手権大会 8～21 一般、成年、ｼﾆｱ、B級男女、小 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 北1～5 15 南コート 9/16 2020年

10/5（土） 北海道中学校1年生団体王座大会十勝地区予選会 中学男女個人　予備6-5面、7-7面 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 1/10(金) 第46回北海道中学生インドア大会、第31回都道府県対抗予選会 個人戦中学生男女 つど-む

10/12（土） 北海道中学校インドアソフトテニス十勝地区一次予選会 中学男女個人　予備6-5面、7-7面 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 中体連 20 1/6～7 第16回北海道小学生インドア選手権大会・第19回全国予選会 個人戦小学生男女 北海道立総合体育センター　北海きたえ～る

10/13(日) 第36回勝毎杯争奪全十勝加盟団体大会 8～19 団体男女 帯広の森ﾃﾆｽｺｰﾄ 20 9/30 1/13～16(月～木) 第49回北海道高校新人戦・第45回全日本高校団体選抜北海道大会 高校団体 北海道立総合体育センター　北海きたえ～る

11/2～3（土～日） 平成31年度全十勝中学生シングルス大会 中学男女個人シングルス サホロ体育館 中体連 3 2/2(日) 第59回道シニア男子インドア選手権大会 個人戦シニア男子 岩見沢市総合体育館、岩見沢市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

11/4（月・祝） 平成31年度全十勝室内ソフトテニス選手権大会 成年男女、ｼﾆｱ男女 音更サンドーム 2 10/22 2/12木) 第28回道シニア女子インドア選手権大会 個人戦シニア女子 道立野幌総合運動公園体育館

11/10(日) 勝毎杯全十勝ソフトテニス大会（女子） 一般女子 池田総体 池田協会 2 2/23（日） ＹＯＮＥＸ　ＣＵＰ　2020　国際札幌大会 個人戦一般男女 北海道立総合体育センター　北海きたえ～る

11/23(土・祝) 北海道中学校インドアソフトテニス大会予選会 中学男女個人 サホロ体育館 2 3/1（日） 第36回北海道成年インドア選手権大会 個人戦成年男女 江別市民体育館

11/24(日) 勝毎杯全十勝ソフトテニス大会（男子） 一般男子 池田総体 池田協会 2 3/7～8（土～日） 第56回北海道高校インドア選手権大会 個人戦高校男女 湿原の風アリーナ釧路・釧路町体育館

2020年

1/13（月） 2019年度全十勝室内ソフトテニス選手権大会　7時～ Ｂ級女子 帯広の森体 2 1/7

1/26（日） 2019年度全十勝室内ソフトテニス選手権大会　8時～ 一般男女 帯広の森体 2 1/13

2/1（土） 全十勝高校インドアソフトテニス大会 　8時～ 高校個人男子 帯広の森体 高体連 2

3/7（土） 2019年度全十勝室内ソフトテニス選手権大会　7時～ Ｂ級男子 帯広の森体 2 2/17

2/11（火、祝） 全十勝高校インドアソフトテニス大会 　8時～ 高校個人女子 帯広森体・芽室 高体連 2 【道連主催大会　申込みは加盟団体代表がインタ－ネットにて各自申込　各自送金　】

3/15（日） 第46回北海道招待ソフトテニス帯広インドア大会 　8時～ 一般男子(３月14日講習会) 帯広新総体 4 3/2

3/22（日） 2019年度全十勝選抜インドアソフトテニス大会 　8時～ 一般男女 芽室町体育館 2 3/9
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