主催大会開催要項
《申込先》
①旭連主催大会は１０日前まで
〒070-0901

旭川市花咲町１丁目 2282-8

テニスショップやまもと

宛

TEL 0166-52-1110
FAX 0166-54-0644

②イトースポーツ杯の申し込みは下記まで
〒078-8330 旭川市宮下通１９丁目

TEL 0166-32-1788

イトースポーツ

FAX 0166-34-8898

宛

③道連・他地区大会は参加料と共に下記まで（期日厳守）
〒070-0823 旭川市緑町１４丁目

TEL 0166-51-3220

旭川明成高等学校 高村

携帯 090-8374-3153

直弘 宛

《申込書》
①責任者と連絡先（携帯）を記入し選手をランク順にフルネームで書くこと。
《参加資格》
①年齢制限付き大会は、その年度内にその年齢に達すれば良い。尚ペアが異年齢の場合は若い方の
満年齢をもって決する。
②全道招待・北海道インドア・全道レディースに関しての年齢制限は満年齢とする。
《参加料》
①一般の大会で「一般と高校生か中学生」が組んで出場する場合は一般の料金に、「高校生と中学
生」の場合は高校生の料金に統一する。
②旭連登録者以外は、参加料に一般 2000 円・高校生 1500 円・中学生 1000 円・小学生 800 円が加
算される。
《参加の条件》
①ラケットは日連公認の製品を使用すること。
②ユニフォーム等は、日連の「ユニフォーム等の着用基準について」に準ずる。
③指定のゼッケンを着用すること（但し、中学生は中体連、高校生は高体連の規定に準ずる）
④長袖アンダー（インナーウェア）の着用を認める。但し単色とする。尚スパッツについてはユニ
フォームから露出してはならない。
《その他》
①出場が３チーム以下の場合は中止もありえる。
②大会内容の一部を主催者で調整する場合がある。
③会長杯においては、競技規則第３８条第２項に準じる＜プレイヤー以外に、監督・外部コーチが
コート内に入ることを認める。許容された時間内でプレイヤーに対して助言する事を認める＞こ
ととする。

北海道ソフトテニス連盟
〒062-0905 札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1 北海道立総合体育センター内
TEL050-5501-8761・ FAX011-820-1730
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《NO.1》第 20 回イトースポーツ杯 春季加盟団体戦
主催：旭 連
後援：イトースポーツ
主管：旭 連
〈日時〉５月１日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女別団体（一・大・高・中）
締め切／４月２１日（木）
参加料／５,０００円 （高）４,０００円 （中）３,０００円
その他／①１チーム２～３ペア編成
②中・高・大学生可
③男子チームに女子２名までの補充は認めるが、その女子は女子チームには加われない。尚、女子チーム
に男子は加われない。

《NO.2》平成 28 年度 旭川地区高校選手権大会
主催：旭 連
主管：高育会
〈日時〉５月３日（火祝）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女個人戦
締め切／４月２３日（土）
参加料／２,０００円

《NO.3》第４１回ミズノ杯 全道高校選手権大会
主催：旭 連
後援：ミズノ（株）
主管：高育会
〈日時〉男子５月７日（土）８：００～ 女子５月７日（日）８：００～
〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女個人戦
締め切／４月２７日（水）
参加料／２,０００円

《NO.4》平成２８年度 高体連旭川支部予選大会
主催：高体連
当番校：旭 工
〈日時〉５月１８日（水）・１９日（木） 〈会場〉花 咲
〈申込先〉当番校にお申し込み・お問い合わせください。

《NO.5》第３８回ロータリースポーツ杯 中学選手権大会
主催：旭 連
後援：ロータリースポーツ
主管：中指協
〈日時〉５月２１日（土）・２２日（日） 〈会場〉花 咲 〈種目〉中学男女個人戦
申 込／中指協事務局
参加料／１,０００円

《NO.6》第２８回春季会長杯 争奪選手権大会
主催：旭 連
主管：女子
〈日時〉５月２２日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女ＡＢＣＤ級
締め切／５月１２日（木）
参加料／３,０００円 （高）２,０００円 （小・中）１,０００円
その他／①ＢＣ級振り分けもあり得る（調整）
②高校生可・中学生は推薦（１６本以内）・小学生可
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《NO.7》OG会旭川フェスティバル
主催：旭川ＯＧ会
後援：旭 連
主管：ＯＧ
〈日時〉５月２５日（水） 〈会場〉花 咲

《NO.8》第４４回旭川加盟中学対抗戦
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉６月４日（土）・５日（日） 〈会場〉花 咲 〈種目〉中学男女（団・個）
参加料／（団）４,０００円 （個）１,０００円

《NO.9》第５３回ルーセント杯 旭川選手権大会
主催：旭 連
後援：ショーワコーポレーション
主管：ウィズ
〈日時〉６月１２日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女ＡＢＣ級
締め切／６月２日（木）
参加料／３,０００円 （高）２,０００円 （小・中）１,０００円
その他／中学生以上

《NO.10》第５０回北海道中学選手権大会
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉６月１８日（土）・１９日（日） 〈会場〉花 咲 〈種目〉中学男女個人戦
参加料／１,０００円

《NO.11》第３７回全道招待選手権 旭川大会
主催：旭 連
後援：道 連
主管：大 成
〈日時〉６月２６日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲
〈種目〉一般男女・成年男女・壮年男子１～４部・壮年女子１～３部
締め切／６月１６日（木）
参加料／２,０００円 （中）１,０００円
その他／高校生～高体連地区ベスト４、中学生～加盟中学ベスト２

《NO.12》平成２８年度中体連 旭川地区大会
主催：中体連
主管：中 学
〈日時〉６月２８日（火）～３０日（木） 〈会場〉花 咲

《NO.13》平成２８年度中学校上川管内代表決定戦
主催：中体連
主管：中 学
〈日時〉７月８日（金）～９日（土） 〈会場〉花 咲

《NO.14》平成２８年度中学国体予選・第９回中学道北カップ
主催：旭 連
主管：中 学
〈日時〉７月１６日（土） 〈会場〉花 咲
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《NO.15》平成２８年度夏季加盟団体対抗戦
主催：旭 連
主管：ＡＧ・北電
〈日時〉７月１７日（日）７：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女別団体（一・大・高・中）
締め切／７月７日（木）
参加料／５,０００円 （高）４,０００円 （中）３,０００円
その他／①１チーム２～３ペア編成
②中・高・大学生可
③男子チームに女子２名まで補充は認めるが、その女子は女子チームには加われない。尚、女子チーム
に男子は加われない。

《NO.16》第７１回国体旭川地区予選大会（少年の部）
主催：旭 連
後援：道 連
主管：高育会
〈日時〉７月１８日（月祝）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女
締め切／７月８日（金）
参加料／２,０００円

《NO.17》中学シングルス大会
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉７月２３日（土） 〈会場〉花 咲

《NO.18》第２８回夏季会長杯争奪選手権大会
主催：旭 連
主管：Ｍ１.１
〈日時〉７月２４日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女ＡＢＣＤ級
締め切／７月１４日（木）
参加料／３,０００円 （高）２,０００円 （小・中）１,０００円
その他／①ＢＣ級振分け調整もあり
②高校生可・中学生は推薦選手（１６本以内）、小学生可

《NO.19》第３２回全道高校夏季選手権大会
主催：旭 連
主管：高育会
〈日時〉７月３０日（土）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女
締め切／７月２０日（水）
参加料／２,０００円
その他／①インターハイ出場者は不可
②予備日（３１日）

《NO.20》平成２８年度中学学年別団体対抗戦
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉８月９日（火）・１０日（水） 〈会場〉花 咲

《NO.21》第３５回中学スポーツハウス杯
主催：旭 連
後援：スポーツハウス
〈日時〉８月１２日（金）・１３日（土）

主管：中指協

-3-

《NO.22》第４６回全道高校新人戦 旭川地区予選
主催：旭 連
主管：高育会
〈日時〉Ｗ８月２０日（土）・Ｓ２１日（日） 〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女（１・２年）、Ｓは５ゲーム
締め切／８月１０日（水）
参加料／（Ｗ）２,０００円 （Ｓ）１,０００円

《NO.23》第３２回中指協会長杯 一年生研修大会
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉８月２０日（土）

《NO.24》第５回旭川しんきん杯 小学生大会
主催：旭 連
後援：旭川信用金庫
〈日時〉８月２７日（土）

主管：小育会

《NO.25》第４２回ヨネックス杯中学選手権大会・小学生研修大会（土）
主催：旭 連
後援：ヨネックス
〈日時〉９月３日（土）・４日（日）

主管：中指協・小育会

《NO.26》第４５回加盟中学新人戦（団体）
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉９月１０日（土）

《NO.27》平成２８年度秋季加盟団体対抗戦
主催：旭 連
主管：大 成
〈日時〉９月１１日（日）８：００～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女別団体（一・大・高・中）
締め切／９月１日（木）
参加料／５,０００円 （高）４,０００円 （中）３,０００円
その他／①１チーム２～３ペア編成
②中学生・高校生・大学生可
③男子チームに女子２名までの補充は認めるが、その女子は女子チームには加われない。尚、女子チーム
に男子は加われない。

《NO.28》第４６回北海道高校新人戦
主催：道 連
主管：高専部
〈日時〉９月１７日（土）・１８日（日） 〈会場〉花 咲 〈種目〉高校男女（１・２年）、予備日は１９日

《NO.29》第４１回全道中学インドア予選
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉９月２４日（土）・２５日（日）

《NO.30》平成２８年度高校団体選抜大会 旭川地区予選
主催：旭 連
主管：高育会
〈日時〉９月２４日（土） 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女別団体戦
締め切／９月１４日（水）旭工（高体連当番校）
〈申込先〉当番校にお申し込み・お問い合わせください。
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参加料／６,０００円

《NO.31》第４回中学管内シングルス大会・第２７回小学生大会
主催：旭 連
主管：中指協・小育会
〈日時〉１０月１日（土）

《NO.32》第７０回旭川市民大会
主催：旭 連
主管：市役所
〈日時〉１０月２日（日）８：４５～ 〈会場〉花 咲 〈種目〉男女ＡＢＣＤ級
締め切／９月２３日（火）
参加料／３,０００円 （高）２,０００円 （小・中）１,０００円
その他／①旭川市民、又は旭連登録会員とする。
②種目は自主申告（調整）
③高校生・中学生・小学生可

《NO.33》中学校旭川札幌交流大会
主催：旭 連
主管：中指協
〈日時〉１０月１０日（月祝）

《NO.34》第３７回北海道選抜インドア旭川大会
主催：旭 連
後援：道 連
主管：スピリタス
〈日時〉１１月２７（日）８：４５～ ２１：００ 〈会場〉総合体育館 〈種目〉一般男女
締め切／１１月１７日（木）
参加料／３,０００円 （高）２,5００円
その他／①男女計５０組で締切り、選抜もあり得る。
②高校生～３年生及び新人戦地区ベスト４

《NO.35》第２６回冬季会長杯争奪インドア選手権大会
主催：旭 連
主管：暁・女子
〈日時〉１２月２３日（金）８：４５～ ２１：００ 〈会場〉総合体育館 〈種目〉男女ＡＢＣ級
締め切／１２月１３日（火）
参加料／３,０００円 （高）２,０００円 （中）１,０００円
その他／①ＢＣ級振り分けもあり得る（調整）
②高校生可・中学生は推薦（８本以内）とする。
③出場が多い場合は学生の制限あり。

《NO.36》第５２回全道高校インドア旭川地区予選
主催：旭 連
後援：道 連
主管：高育会
〈日時〉１２月２６日（月）・２７日（火）８：４５～ 〈会場〉総合体育館 〈種目〉高校男女
締め切／１２月１６日（金）
参加料／２,５００円
その他／２６日～男子、２７日～女子
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《NO.37》第３７回北海道選抜インドア旭川大会
主催：旭 連
後援：道 連
主管：暁
〈日時〉１月１５日（日）８：４５～２１：００ 〈会場〉総合体育館 〈種目〉シニア男女・成年男女
締め切／１月５日（木）
参加料／３,０００円
その他／シニア男子１部（４５～）、２部（５５～）、３部（６５～）、４部（７０～）
シニア女子１部（４５～）、２部（５５～）、３部（６５～）

《NO.38》第３５回全道レディースインドア大会
主催：旭 連
後援：道 連
主管：迷球会
〈日時〉２月１２日（日）８：４５～２１：００ 〈会場〉総合体育館 〈種目〉女子（３部編成）
締め切／２月２日（木）
参加料／３,０００円
その他／①対象は全ての女性（中高生は不可）
②１部～４９歳まで、２部～５０歳以上、３部～６０歳以上
③但し、今年度の一般女子の全道選手権ベスト８入賞者は除く。
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