
日 大    会    名 会     場 日 大    会    名 会     場 日 大    会    名 会     場 日 大    会    名 会     場

2021年 6 ルーセント杯ジュニア大会 翔洋・バレー 13～14 平和カップひろしま国際大会 翔洋・バレー・リョーコ 26～28 都道府県対抗全日本中学生大会 伊勢市

3 7 GOSEN杯第30回広島オープンシニア大会 翔洋・バレー 21 第3回中国シングルス選手権 翔洋・バレー 28～30 全日本高校選抜大会 豊田市

広島市２級公認審判員講習会 海田（予定） 29～31 全国小学生大会 千葉県白子町

4 4 柳坪杯第41回春季大会 翔洋・バレー 10～11 第73回県知事杯県選手権 翔洋 11 県知事杯小学生選手権大会 やまみ三原運動公園

24～25 県高校総体広島地区予選 翔洋・ﾊﾞﾚｰ

5 3 YONEX杯広島地区春季小学生大会 翔洋 2 全日本実業団県予選，クラブ対抗選手権 呉総合ＳＣ 4～5 アジア選手権日本代表予選会 四日市市 １～2 県高校総体広島地区予選 翔洋・ﾊﾞﾚｰ

7 第43回全日本レディース県予選 翔洋 8 2021ねんりんピック，マスターズ県予選 東広島市運動公園 15～16 第28回全日本シングルス選手権 福知山市

15 ねんりんピック市予選会（４面） 翔洋 9 第40回ナカ杯近県クラブ対抗 呉市営庭球場 8～9 第25回中国地区小学生選手権大会 翔洋・ﾊﾞﾚｰ

20 第1回全日本シニアレディース県予選（5面） 翔洋 29 第32回県シニア総合スポーツ大会 東広島市運動公園 22 第52回中国地区選手権（45歳以上） 松江市

16 中区民スポーツ大会 翔洋 29～30 第76回国体候補選手選考会 呉総合ＳＣ 23 第52回中国地区選手権（一般,成年） 松江市

6 1 第22回ルーセント杯（レディース） 東広島運動公園 5～6 県高校総合体育大会(個人） 翔洋・ﾊﾞﾚｰ

20 市春季リーグ大会 翔洋他 13 第61回県ルーセントカップ大会 翔洋・バレー 19～20 第2回全日本ミックスダブルス選手権大会 松山市 12～13 県高校総合体育大会(団体） びんご運動公園

26～27 中国レディース大会（45回個人・25回団体） 岡山市 24～27 ハイスクールジャパンカップ 札幌市

7 1 第44回広島市ママさん大会（６面） 翔洋 10～11 第75回西日本選手権（一般・３５歳・４５歳） 長崎県 9～11 中国地区高校選手権 鳥取市

4 第56回広島市選手権大会 翔洋・バレー 17～18 西日本シニア選手権（シニア５０歳以上） 鹿児島県 24～25 県中学校選手権大会 翔洋・ﾊﾞﾚｰ

23～25 第66回全日本実業団選手権 栃木県那須塩原市

8 3,5,9,10 夏季中学生練成大会 翔洋・バレー 1 第76回全日本選手権県予選会 海田 6～7 第48回全日本レディース大会（個人） 群馬県

1 藤井杯県大会 東広島市運動公園 ２１～２２ 第76回国体中国ブロック大会 岡山県備前市 5～7 中国地区中学校選手権 鳥取市

24～26 第43回全日本レディース決勝大会（団体戦） 愛知県一宮市

8 ヤッサ祭協賛上野杯近県大会 やまみ三原運動公園 29 第35回中国地区実業団リーグ 翔洋 5～8 全日本小学生選手権 名古屋市

22 三次市近県オープン大会 みよし運動公園 27～29 競技者育成中国ブロックＳｔｅｐ－３ みよし運動公園

9 いんのしまオープン大会 因島運動公園 4～5 第49回全日本社会人選手権 翔洋，尾道，福山

12 第43回ヨネックスオープン広島大会 翔洋 18～19 日本スポーツマスターズ2021 岡山県備前市

16 第44回広島県レディース大会 翔洋 18～19 第28回ＪＯＣ杯全日本ジュニア選手権 翔洋・バレー 25～26 第25回全日本シニア選手権 会津若松市ほか 12 県民体育大会スポーツ少年団の部 尾道市因島運動公園

10 3 仁井岡杯全国大会 呉市庭球場 9/30～4 第76回国民体育大会 三重県

10 スポーツレクリエーションフェスティバル 翔洋 12～14 第1回全日本シニアレディース決勝大会 千葉市

15 第11回ピースカップレディース大会 翔洋 17 第22回広島県ミックスダブルス大会 海田 22～24 第76回全日本選手権 和歌山県 9～10 西日本小学生選手権大会 静岡県

16 KENKOカップ広島地区小学生大会 翔洋 29～31 第35回日本実業団リーグ 福知山市

24 中区親善大会 翔洋 24 三原ファミリーミックス やまみ三原運動公園 30～31 第28回全日本クラブ選手権 千葉県白子町 30～31 高校新人選手権（団体戦） 翔洋

11 3 井ノ口杯全国大会 竹ケ端運動公園他 30～2 2021ねんりんピック 岐阜県瑞浪市

7 市秋季リーグ大会 翔洋他 アジア選手権 タイ 6～7 高校新人選手権（個人戦） 男-竹ケ端　女-びんご

9 第33回広島県レディースクラブ対抗大会 翔洋 １２～１５

20～21 東洋観光カップ第20回中国オープン大会 翔洋 14 第46回県民体育大会 翔洋 ２６～２９ 13 全国小学生大会県予選 ミツトヨスポーツパーク

12 12 第38回広島市会長杯 翔洋 4～5 広島県インドア選手権（シニア）（一般・成年） 福山ローズアリーナ 9～12 第39回日本リーグ 豊田市 4～5 ルーセントカップ県中学学年別大会 みよし運動公園

25 赤Мカップジュニア大会（26） 翔洋 24～26 日本リーグ入替戦 エフピコアリーナふくやま 18 ケンコーカップ広島県ジュニア大会 びんご運動公園

2022年 8～10 GOSEN杯冬季中学生練成大会 翔洋 9 県高校インドア選手権（ジャパンカップ予選） 福山ローズアリーナ

1 15～16 YONEX杯中学生団体対抗戦 翔洋 中国地区１級審判員研修会 周南市 23 第67回全日本インドア選手権 大阪市体育館 14～16 全国高校選抜中国予選 福山ローズアリーナ

2 6 第70回広島市チーム対抗大会 翔洋 23 広島県小学生インドア大会 びんご運動公園

13 GOSEN杯第23回ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ広島大会(20) 翔洋 20 第29回全日本シングルス選手権予選会 翔洋

3 5 ルーセント杯ジュニア大会 翔洋 12～13 第2回平和カップひろしま国際大会 翔洋，ﾘｮｰｺｰ，南観音 26～28 都道府県対抗全日本中学生大会 伊勢市

6 GOSEN杯第31回広島オープンシニア大会 翔洋 20 第4回中国シングルス選手権 翔洋 28～30 全日本高校選抜大会 豊田市

広島市２級公認審判員講習会 海田（予定） 29～31 全国小学生大会 千葉県白子町

　※翔洋：広島翔洋テニスコート（広島市中央庭球場）　，　バレー：広島市中央バレーボール場　，　海田：海田総合公園

第16回ジュニアジャパンカップ 宮崎市

２０２１年度　広島市ソフトテニス連盟大会予定表

広島市ソフトテニス連盟（市内大会含む） 広島県ソフトテニス連盟（県内大会含む） 日本・西日本・中国地区，レディース連盟他 小  学・中  学・高  校・大  学


