
大会名 大会日 予備日 申込締切日

◇男女4級・無級/2級・3級/中高男女/ジュニア

※川口市連盟登録者

 ※関東学生シングルス選手権(男子) 5/3.4(火祝)(水祝)　予備日なし

◇一般男女/中高生男女/ジュニア親子大会

※登録に関係なく市内在住・在勤であれば可

◇女子一般/成年/シニア45・55・65　その他

※オープン参加(会員登録あれば出場可)

 ※埼玉県スポーツ少年団南部地区大会 6/19(日) 6/26(日)

◇男女一般/成年/シニア45・55・65　その他

※川口市連盟登録者　成年以上はオープン参加

 ※県南支部高校選手権大会 8/22.23(月)(火)　予備日8/24(水)

 2級審判員検定会・研修会 8/27(土)

◇男女一般/成年/シニア45・55　その他

※市内在住・在勤者　成年以上はオープン参加

 秋季クラブ対抗戦 (男子) 11/3(木祝) 10/24(月)

 秋季クラブ対抗戦 (女子) 11/20(日) 11/10(木)

◇男女一般/成年/シニア45・55　その他

※川口市連盟登録者　成年以上はオープン参加

 市内選抜インドア大会 12/3(土)
※各大会入賞者　（大会前に出場権利獲得者を
　お知らせいたします。）

 ※関東学生インドア大会 12/6.7(火)(水)

 ※市内中学校インドア大会 12/17(土)

 ※関東近県選抜ジュニア大会 12/18(日)

 ※関東選抜中学生大会 (男子) 2/4(土) 予備日なし

 ※関東選抜中学生大会 (女子) 2/11(土祝) 予備日なし

 2級審判員検定会・研修会 2/25(土)

 ※スポーツ少年団本部長杯 3/4(土) 3/11(土)

春季クラブ対抗戦(女子) 3/12(日) 3/26(日) 3/2(木)

 ※都市交歓大会 3/18(土)

春季クラブ対抗戦(男子) 3/19(日) 3/26(日) 3/9(木)

 市内家庭婦人強化練習会 未定

 強化練習会 未定

※は川口市ソフトテニス連盟以外の団体が主催する大会

 市内レディース大会 (団体戦)

9/9(金)9/23(金祝)9/19(月祝) 市民選手権大会

2022年度　　大会・その他日程

令和5年
1/8(日)
1/15(日)

青木公園プール会議室他

青木公園プール会議室他

芝スポーツセンター

芝スポーツセンター

 市民体育祭大会 5/12(木)5/29(日)5/22(日)

 市長杯争奪大会　　　　　　　　

 市内レディース大会 (個人戦)

7/14(木)7/31(日)7/24(日)

5/15(日)

芝スポーツセンター

芝スポーツセンター

芝スポーツセンター

芝スポーツセンター

 会長杯争奪大会 4/17(日) 4/24(日) 4/7(木)

6/1(水)5/25(水)

11/13(日)11/23(水祝) 佐藤杯争奪大会

9/4(日)9/21(水)9/14(水)

https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_65d5bc2c2fc74e11b74ce550bf7a07c6.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_9100950b0c1d4883bfeff2375a0a5294.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_262379a2e41449e5875f16e28b02b6e9.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_efceea71a96541e6871b1709b8af841a.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_9100950b0c1d4883bfeff2375a0a5294.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_262379a2e41449e5875f16e28b02b6e9.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_65d5bc2c2fc74e11b74ce550bf7a07c6.pdf
https://94df2714-5c0d-4d3f-8aba-1ecefa44b83f.filesusr.com/ugd/eb7d28_efceea71a96541e6871b1709b8af841a.pdf
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令和 4年度（2022年度） 川口市ソフトテニス連盟 大会要項 

会長杯 

 

【期日】   令和４年４月１７日（日）  予備日 令和４年４月２４日（日） 

        午前９時試合開始（受付は午前８時４５分から） 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

 

【種目】    ◇男子・女子  ４級・無級の部／２級・３級の部 

                中学・高校の部／ジュニアの部 

        ※中学生は各学校４組まで申し込みが可能です 

男女別々の用紙で申し込みをしてください 

【大会使用球】 ダンロップ公認球 

  

【参加資格】  川口市ソフトテニス連盟登録者とする。 

 

【参加費】   一般   １ペア 2,000円 

        中高校生 １ペア 1,000円 

ジュニア １ペア 0,500円 

        （参加費は当日大会会場にて支払い） 

 

【申込方法】  申込用紙に必要事項を記入し、下記申込先にメール添付または 

ＦＡＸにてお申込みください。 

 

【申込締切】  令和４年４月７日（木）までに申込むこと 

 

【担当クラブ】 朝日ソフトテニス 

 

【申込先】    〒３３３－０８４７  川口市芝中田１－４１－１８ 

         テニスショップ エムズ内 村瀬 充 宛 

ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

ＦＡＸ ０４８－２６２－２３１９   ＴＥＬ ０４８－２６２－２３１３ 

※川口市ソフトテニス連盟ＨＰからも申し込みが出来ます 

 

※大会当日の連絡先 

一般・中高校：村瀬携帯 ０９０－８５９５－６６６１ 

ジュニア部門：長岡携帯 ０９０－１０４５－２４３７ 
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 市民体育祭 

 

【期日】   令和 4年 5月 22日（日） 受付 8:30 開会 9:00  予備日［5 月 29日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

 

【種別】    一般男子、一般女子、中高校生男子の部、中高校生女子の部、ジュニア親子大会 

 

【大会使用球】ダンロップ公認球 

 

【参加資格】  ①登録（会員・審判・技術等級）に関係なく市内在住・在勤の方も出場出来ます。 

②一般男子・女子の部では、市内大会ベスト 8以上に入賞された方は出場できません 

のでご注意ください。 

③過去の優勝者も出場できます。 

④中高校生の男女の部は川口市内の学校に限ります。※中学は各学校男女 3組まで 

⑤ジュニア親子大会については、ジュニア評議会が別途出場基準を定めます。 

 

【参加費】     一般男女    2,000円（1ペア） 

中高校生男女  1,000円（1ペア） 

ジュニア親子大会 500円（1ペア） 

※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】     5月 12日（木）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】    チームＭ‘ｓ 

 

【申込先】      〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

            村瀬 充 宛 

            FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

            メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

  

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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市内レディース大会 個人戦 

 

【期日】   令和 4年 5月 25日（水） 受付 8:30 開会 9:00  予備日［6 月 1日（水）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

 

【種別】   一般の部、成年の部、シニア４５・５５・６５の部 

          ※その他の部門は要望があれば検討します（最低 4チームの申込が必要） 

 

【大会使用球】 赤Ｍ公認球 

 

【参加資格】  オープン参加（会員登録していればどなたでも出場可） 

 

【参加費】    1ペア 2,000 円 

         ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】   5月 15日（日）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】  新郷婦人 

 

【申込先】    〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

          村瀬 充 宛 

          FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

          メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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 市長杯争奪大会 

 

【期日】   令和 4年 7月 24日（日） 受付 8:30 開会 9:00  予備日［7 月 31日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

 

【種別】       一般男女の部、成年男女の部、シニア４５男女・５５男女・６５男女の部 

            ※その他の部門は要望があれば検討します（最低 4チームの申込が必要） 

 

【参加資格】   一般男女は川口市内登録者のみ 

          その他の部門はオープン参加（日連登録していれば出場可能） 

 

【大会使用球】 赤Ｍ公認球 

 

【参加費】    1ペア 2,000 円 

             ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】   7月 14日（木）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】  川口市勤労者クラブ 

 

【申込先】    〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

            村瀬 充 宛 

            FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

            メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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市内レディース大会（団体戦） 

 

【期日】   令和 4年 9月 14日（水） 受付 8:30 開会 9:00  予備日［9 月 21日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

 

【種別】         1チーム 3ペアによる団体戦  1部・2部制 

            ※前年度 1部最下位は 2部降格、2部 1位は 1部に昇格 

 

【参加資格】   オープン参加（日連登録していれば出場可能） 

 

【大会使用球】  ダンロップ公認球 

 

【参加費】     1チーム 6,000円    ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】    9月 4日（日）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】   婦人クラブ合同 

 

【申込先】     〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

            村瀬 充 宛 

            FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

            メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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市民選手権大会 

 

【期日】   令和 4年 9月 19日（月祝） 受付 8:30 開会 9:00  予備日［9月 23日（金祝）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

        

【種別】   一般男子・一般女子・成年男子・成年女子、シニア４５男子・４５女子 

       シニア５５男子・女子、シニア６５男子・女子 

          ※その他の部門については申し込み組数が 4チーム以上あれば検討致します。 

 

【大会使用球】  アカエム公認球 

 

【参加資格】   ●成年・シニアの部はオープン参加とし、日連会員登録者は市外の方も 

              出場は可能です。 

●登録（会員・審判・技術等級）に関係なく市内在住・在勤の方も出場 

              出来ます（市民体育祭と市民選手権のみ） 

 

【参加費】   中高生 1組 1,000円 それ以外 1組 2,000円 

              ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】   9月 9日（金）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】  川口市役所 

 

【申込先】      〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

             村瀬 充 宛 

             FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

             メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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秋季クラブ対抗戦（男子団体戦） 

 

【期日】   令和 4年 11月 3日（木祝） 受付 8:30 開会 9:00 

予備日［令和 5年 1月 8日（日）、15日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

              ※8面使用して開催致します（4面は中学生が使用） 

 

【種別】    ● 3チームの団体戦 

       ● 1チーム６～８名で構成し、3組による点取り戦とします。 

        ● 1クラブから複数チーム参加することができます。 

       ● 1部、2部、3部制と致します。 

        ● 中学の部も開催致します。 

 

【大会使用球】  ダンロップ公認球 

 

【参加資格】   市内登録チームのみ 

 

【参加費】    1組 一般 6,000円、高校生 3,000円、中学生 1,000円 

              ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】   10月 24日（月）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】  鳩ケ谷クラブ 

 

【申込先】       〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

              村瀬 充 宛 

              FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

              メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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秋季クラブ対抗戦（女子団体戦） 

 

【期日】   令和 4年 11月 20日（日） 受付 8:30 開会 9:00  

予備日［令和 5年 1月 8日（日）、15日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

               ※8面使用して開催致します（4面は中学生が使用） 

 

【種別】   ● 3チームの団体戦 

● 1チーム６～８名で構成し、3組による点取り戦とします。 

● 1クラブから複数チーム参加することができます。 

● 1部、2部、3部制と致します。 

● 中学の部も開催致します。 

 

【大会使用球】  ダンロップ公認球 

 

【参加資格】   市内登録チームのみ 

 

【参加費】    1組 一般 6,000円、高校生 3,000円、中学生 1,000円 

               ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】   11月 10日（木）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】  川口クラブ 

 

【申込先】        〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

               村瀬 充 宛 

               FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

               メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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佐藤杯争奪大会 

 

【期日】   令和 4年 11月 23日（水祝） 受付 8:30 開会 9:00 

予備日［令和 5年 1月 8日（日）・1月 15日（日）のいずれか］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

        

【種別】   一般男子・一般女子（市内登録チームのみ参加可能）、成年男子・成年女子、 

シニア４５男子・４５女子、シニア５５男子・女子、シニア６５男子・女子 

※その他の部門については申し込み組数が 4チーム以上あれば検討致します。 

※中学生は各学校男子 3組、女子 3組まで申し込み可能 

 

【大会使用球】   アカエム公認球 

 

【参加資格】        一般男女は市内登録者のみ、成年・シニアの部はオープン参加とし、 

日連会員登録者は市外の方も出場は可能です。 

 

【参加費】       中高生 1 組 1,000円 それ以外 1組 2,000円 

                ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】    11月 13 日（日）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】   川口Ｉ．Ｓ．Ｃ 

 

【申込先】         〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

                村瀬 充 宛 

                FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

                メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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市内選抜インドア大会 

 

【期日】    令和 4年 12月 3日（土） 受付 8:45 開会 9:00 

                  ※芝スポーツセンター改修の為、今年度は 12月に開催致します  

 

【会場】    川口市立芝スポーツセンター（室内 3面）〒333-0868 川口市芝高木２－１２−５２ 

        

【種別】    一般男子・一般女子・成年男子・成年女子 

                 ※45 以上の部門は成年の部門と一緒になります 

        

【大会使用球】 アカエム公認球 

 

【参加資格】  ●市長杯・市民選手権・佐藤杯の上位選手（ベスト８） 

※出場可能選手は別紙にて確認ねがいます 

●権利獲得者内でのペア変更は可能です 

       

【参加費】    中高生 1組 1,000円 それ以外 1組 2,000円 

                  ※当日、受付時に支払い 

 

【担当クラブ】  芝婦人 

 

【申込期限】   11月 28日（月）までに申込むこと。 

 

【申込先】          〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

                 村瀬 充 宛 

                 FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

                 メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

        

新型コロナウィルスの感染状況により施設の利用が出来なくなった場合は 

やむなく中止もありますのでご理解願います。 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
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春季クラブ対抗戦（女子団体戦） 

 

【期日】   令和 5年 3月 12日（日）受付 8:30 開会 9:00 予備日［令和 5年 3月 26日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

                ※8面使用して開催致します（4面は中学生が使用） 

 

【種別】      ● 3チームの団体戦 

● 1チーム６～８名で構成し、3組による点取り戦とします。 

● 1クラブから複数チーム参加することができます。 

● 1部、2部、3部制と致します。 

● 中学の部も開催致します。 

 

【大会使用球】 ダンロップ公認球 

 

【参加資格】  市内登録チームのみ 

               ※4月１日以降新規登録される選手の出場も認めます（高校卒業、大学卒業予定者） 

 

【参加費】   1組 一般 6,000円、中高生 3,000円 

                 ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】  3月 2日（木）までに申込むこと。 

 

【担当クラブ】 婦人クラブ合同 

 

【申込先】         〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

                村瀬 充 宛 

                FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

                メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

  

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp
https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi
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春季クラブ対抗戦（男子団体戦） 

 

【期日】   令和 5年 3月 19日（日）受付 8:30 開会 9:00 予備日［令和 5年 3月 26日（日）］ 

 

【会場】   川口青木町公園総合運動場庭球場  〒332-0035 川口市西青木４－８－１ 

                  ※8 面使用して開催致します（4面は中学生が使用） 

 

【種別】   ●3チームの団体戦 

●1チーム６～８名で構成し、3組による点取り戦とします。 

●1クラブから複数チーム参加することができます。 

●1部、2部、3部制と致します。 

●中学の部も開催致します。 

 

【大会使用球】 ダンロップ公認球 

 

【参加資格】  市内登録チームのみ 

 

【参加費】   1組 一般 6,000円、高校生 3,000円、中学生 1,000円 

                   ※当日、受付時に支払い 

 

【申込期限】  3月 9日（木）までに申込むこと。 

 

【申込先】           〒333-0847 川口市芝中田 1-41-18 テニスショップ エムズ内 

                  村瀬 充 宛 

                  FAX:048-262-2319  TEL:048-262-2313 

                  メールでの申込 ts-ms@msd.biglobe.ne.jp 

 

川口市ソフトテニス連盟の HPからも申し込みが出来ます

https://kawaguchista.wixsite.com/kawaguchi 

tel:048-262-2313
mailto:ts-ms@msd.biglobe.ne.jp

