
無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 無し 中体連２６ 協会 中学生ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ男子 2月29日 土 無し

無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 無し 中体連２５ 協会 中学生ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ女子 2月22日 土 無し

土 愛鷹ｺｰﾄ4面　8時～17時 １～４ 同左 小学生部会２４ 協会 第９回 沼津小学生研修大会 2月15日 土 3月7日

－ 沼津市民体育館 3面 明電舎、EASTC２３ 協会 第42回沼津インドア大会 1月17日 日 －

日 愛鷹ｺｰﾄ8面　8時～17時 1～6,8,9 同左 東部当番協会 三島ソフトテニス協会２２ 東部 第13回しずおかスポーツフェスティバル東部地域大会 11月24日 日 12月8日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～１０ 同左 沼津ｸﾞﾘｰﾝ、さわやか２１ 協会 第7回沼津ミックスソフトテニス大会 11月17日 日 12月14日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 5～10 同左 高体連２０ 協会 第73回沼津市スポーツ祭　高校 11月3日 日 11月23日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～4 同左 千本ｸﾗﾌﾞ、明電舎１９ 協会 第73回沼津市スポーツ祭　一般 11月3日 日 11月23日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　７時〜17時 １～１０ 同左 中体連、協会役員 個人戦：富士宮の会場１８ 東部
第40回東部地区中学校対抗戦
(ﾖﾈｯｸｽﾌｧｲﾅﾙ予選会)

10月20日 日 11月2日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　７時～17時 １～１０ 同左
男子：MOTOR
女子：沼津ｸﾞﾘｰﾝ

予備日7割使用必要１７ 協会 第73回沼津市スポーツ祭　中学個人 10月6日 日 10月12日

土 愛鷹ｺｰﾄ10面　７時～17時 １～１０ 同左 中体連１６ 協会 第73回沼津市スポーツ祭　中学団体 10月5日 土 10月12日

無し 愛鷹ｺｰﾄ6面　9時～17時 ５～１０ 無し 沼津協会１５ 県 神奈川静岡大会 9月8日 日 無し

土 愛鷹ｺｰﾄ4面　8時～17時 １～４ 同左 小学生部会１４ 協会 第14回沼津小学生選手権大会 8月25日 日 9月14日

無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～１０ 無し MOTOR１３ 協会 秋季クラブ対抗戦 8月24日 土 無し

水 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～１０ 無し 高体連１２ 協会 第64回沼津市長杯東部大会（高校男子） 8月8日 木 8月14日

水 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～１０ 無し 高体連１１ 協会 第64回沼津市長杯東部大会（高校女子） 8月6日 火 8月14日

日 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～１０ 同左 千本、沼津ｸﾞﾘｰﾝ１０ 協会 第64回沼津市長杯東部大会（一般） 7月7日 日 7月21日

無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 1〜１０ さわやか、SSTC９ 協会 小野杯クラブ対抗戦 6月8日 土 無し

土 愛鷹ｺｰﾄ10面7時～17時 １～１０ 同左 中体連、協会役員
富士宮会場（男子）と同じ日に
調整する。予備日は県中学ｼ
ﾝｸﾞﾙｽ大会。

８ 県 県中学選手権大会（女子） 5月25日 土 6月1日

日 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 同左 男子：中体連、女子：中体連７ 協会 第48回沼津中学選手権（団体戦） 4月28日 日 5月12日

日 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 同左 男子：EASTC、女子：高専ｸﾗﾌﾞ６ 協会 第48回沼津中学選手権（個人戦） 4月27日 土 5月12日

日 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 5～10 同左 高体連５ 協会 沼津選手権大会高校 4月7日 日 4月21日

日 愛鷹ｺｰﾄ10面　8時～17時 １～4 同左 明電舎４ 協会 沼津選手権大会一般 4月7日 日 4月21日

無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 無し 中体連３ 協会 中学生ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ男子 3月2日 土 無し

１ 協会 第8回 沼津小学生研修大会 2月16日 土 3月9日 土 愛鷹ｺｰﾄ4面　8時～17時 １～４

無し 愛鷹ｺｰﾄ10面　7時～17時 １～１０ 無し 中体連２ 協会 中学生ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ女子 2月23日 土 無し

2019年度　協会主催・協会主管　大会
沼津ソフトテニス協会　2018/12/10

NO. 主催 事　　業　　名 月日 曜日予備日 曜日 会場 運営当番 備考

小学生部会

ｺｰﾄNo. 予備会場

同左
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１５ 県連 2級審判資格取得更新講習会 2月9日 日 未定

１４ 協会 2019年度納会・2020年度総会 2月8日 土 伊酒屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ海人

１２ 協会 役員会 2月2日 日 沼津市民体育館

１３ 協会 ３期ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 1月〜3月 沼津市民体育館

１１ 協会 第３回 常任理事会 11月30日 土 沼津市民体育館

１０ 協会 ジュニア審判講習会 11月9日 土 未定

８ 協会 競技者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＳｔｅｐ１強化研修大会Ｕ-１４ 11月2日 土 愛鷹ｺｰﾄ4面　9時～17時 １～４

９ 協会 ジュニア審判講習会 10月19日 土 未定

７ 協会 ソフトテニスの日 9月23日 日 愛鷹ｺｰﾄ6面　9時～17時 ５～１０

６ 協会 ２期ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 9月〜11月 水 沼津市民体育館

４ 協会 １期ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 5月〜7月 水 沼津市民体育館

５ 協会 第２回 常任理事会 8月31日 土 沼津市民体育館

県地区対抗戦 3月3日 日 草薙16面、有度山10面

３ 協会 ジュニア審判講習会 5月18日 土 未定

２ 協会 第1回 常任理事会 3月30日 土 沼津市民体育館

総会準備

小学生の部　さわやか、沼津ｸﾞﾘｰﾝ

備考

中学生

小学生の部　さわやか、沼津ｸﾞﾘｰﾝ

2019年度　協会行事予定表

NO. 主催 事　　業　　名 月日 曜日 会場 ｺｰﾄNo.

１ 県連

運営当番

1級審判員

沼津ｸﾞﾘｰﾝ、SSTC、MOTOR、

明電舎

沼津協会

中体連、沼津役員、小学生部会

1級審判員

1級審判員

千本ｸﾗﾌﾞ、EASTC、高専ｸﾗﾌﾞ

小学生の部　さわやか、沼津ｸﾞﾘｰﾝ

小学生

中学生
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