
（1）大会

優先

順位 月日 曜 施設名 会場

1 連盟杯個人戦 6/23 日 土支田 庭球場 自主 7面 9：00～18：00

2 連盟杯団体戦 5/19 日 土支田 庭球場 自主 7面 9：00～18：00

3 区民体育大会個人戦 9/22 日 土支田 庭球場 練馬区 7面 9：00～17：00

4 区民体育大会一般団体戦 9/1 日 土支田 庭球場 練馬区 7面 9：00～17：00

5 区民体育大会中学個人戦 9/1 日 高野台 庭球場 練馬区 4面 9：00～18：00

6 区民体育大会中学団体戦 8/25 日 高野台 庭球場 練馬区 4面 9：00～18：00

7 会長杯大会 8/11 日 高野台 庭球場 自主 4面 9：00～18：00

8 第67回都民大会予選会 3/30 日 土支田 庭球場 練馬区 7面 9：00～17：00

第66回都民大会予選会予備日 4/7 日 土支田 庭球場 練馬区 7面 9：00～17：00

9 ミックス大会 12/1 日 土支田 庭球場 自主 7面 9：00～16：00

10 母親大会個人戦 5/12 日 土支田 庭球場 自主 6面 9：00～18：00

11 母親大会団体戦 10/13 日 土支田 庭球場 自主 6面 9：00～17：00

12 シニア大会 7/14 日 高野台 庭球場 自主 4面 9：00～18：00

13 城北5地区オープン大会 10/20 日 土支田 庭球場 自主 7面 9：00～17：00

14 壮年交流会 8/3 土 土支田 庭球場 自主 6面 9：00～18：00

（2）教室

優先

順位 月日 曜 施設名 会場

1 春季初心者ソフトテニス教室（第1期） 5/11 土 豊玉中 庭球場 練馬区 3面 9：00～12：00

2 初心者インドアソフトテニス教室（第2期） 2/7 金 総体 競技場 練馬区 全面 18：00～21：15

3 秋季ソフトテニス教室 11/4 日月 高野台 庭球場 自主 4面 9：30～12：30

4 母親ソフトテニス教室 9/30 月 豊玉中 庭球場 自主 3面 9：30～12：30

5 都民大会強化練習会 4/14 日 豊玉中 庭球場 練馬区 3面 12：30～16：30

6 指導者講習会 4/28 日 豊玉中 庭球場 自主 3面 12：30～16：30

7 指導者講習会 11/10 日 高野台 庭球場 自主 4面 12：30～16：30

8 区代表選手練習会 5/18 土 豊玉中 庭球場 自主 3面 12：00～18：00

9 区代表選手練習会 6/9 日 豊玉中 庭球場 自主 3面 12：00～18：00

10 区代表選手練習会 9/8 日 豊玉中 庭球場 自主 3面 12：00～18：00

11 区代表選手練習会 3/16 日 豊玉中 庭球場 自主 3面 12：00～16：00

駐車場利用

44 回目 予想　　25台 連盟のメイン大会。

38 回目 予想　　25台 連盟のメイン大会。

66 回目 予想　　25台 区民大会。

66 回目 予想　　25台 区民大会。

42 回目 予想　　 1台 区民大会。

42 回目 予想　　 1台 区民大会。

33 回目 予想　　 1台 小学生、中学生、大人各種別の代表を集めて行う大会。

32 回目 予想　　25台 都民体育大会の予選会。

回目 予想　　25台

22 回目 予想　　25台 連盟主催の男女混合ペア大会。

45 回目 予想　　25台 レディース大会。

45 回目 予想　　25台 レディース大会。

17 回目 予想　　 1台 シニアを中心に親善を目的として行っている大会。

17 回目 予想　　25台 練馬、荒川、板橋、北、豊島の五区による個人戦大会。

12 回目 予想　　25台 シニア45歳以上の練馬区内外の選手を集めて行う大会。選手120人・見学者30人

選手120人・見学者30人

選手120人・見学者30人

選手120人・見学者30人

選手120人・見学者30人

選手120人・見学者30人

選手180人・見学者20人

区内および区外

区内および区外

区内および区外

区内および区外

区内および区外

区内および区外

区内および区外

区内のみ

区内のみ

区内のみ

区内のみ

区内および区外

区内および区外

11/17予備日

5/25予備日

区内および区外

参加者の対象

区内および区外

11/4．11/10．11/17、予備日11/24

11/4予備日

事業の内容

5/11．5/18．5/25．予備日6/1

教室日程

12/8予備日

9/30．10/7．10/21、予備日10/28

団体名　　　　　練馬区ソフトテニス連盟

連絡者　　　　　　藤　岡　明　徳

5/26予備日

10/27予備日

7/21予備日

2/7．2/14．2/21．2/28．3/7

備　考

6/30予備日

6/2予備日

9/29予備日

9/16(祝月)予備日

8/10予備日

9/8予備日

9/8予備日

8/18予備日

4/6予備日

シニア大会

城北5地区オープン大会

壮年交流会

参加予定者数

選手180人・見学者20人

選手180人・見学者20人

選手400人・見学者200人

選手400人・見学者200人

選手150人・見学者50人

選手120人・見学者30人

ミックス大会

第64回都民体育大会予選会予備日

母親大会個人戦

母親大会団体戦

事　業　名 実施回数

区民体育大会個人戦

区民体育大会一般団体戦

区民体育大会中学個人戦

区民体育大会中学団体戦

時　　間

会長杯大会

第65回都民体育大会予選会

事　業　名
日　　程

事業主催 内容

連盟杯個人戦

連盟杯団体戦

内容
日　　程

選手180人・見学者20人

選手180人・見学者20人

平成25年度　年間事業計画書

事業主催事　業　名 時　　間


