
 

 

報告事項 

令和３年度事業報告 
 

１ 上部団体会議報告（抜粋） 

  

【日本ソフトテニス連盟】 

詳細は、（公財）日本ソフトテニス連盟ホームページを参照 

⑴ 「テニスパーク棚倉」について 

   日連が福島県棚倉町「ルネサンス棚倉」内に全天候型テニスコート１２面を建設、

令和４年４月オープンに向け準備を進める。 

⑵ 大会要項の変更について 

ア 大会申込における承認行為（承認届）の廃止について 

   他加盟団体の所属ペアと出場する場合の承認行為について、従来加盟団体双方 

の確認を目的とする「承認届」を提出していたが、これを廃止する。 

（令和３年全日本社会人選手権大会以降適用） 

イ 選手変更の取扱いについて 

   現行、組合せ公開（原則大会開会日１０日前）までに事前に変更届を提出し承 

認されていた選手変更の取扱いの届を、大会当日持参して承認されることが可能 

となったもの。 

⑶ 全日本小学生選手権大会の参加資格について 

ア 令和４年度より監督の有資格を必須とし、団体戦監督は、公認指導者資格（コ 

ーチ１以上）あるいは公認審判員制度２級以上の有資格者であること。 

 イ 令和３年度大会より個人戦におけるベンチコーチを不可とする。 

⑷ 大会等の参加に関する健康チェックシートの様式について 

   健康チェックシート様式を統一し、日連ＨＰに掲載する。（団体・個人） 

⑸ ソフトテニスハンドブックの一部修正並びに競技規則、審判規則、大会運営規則 

の改定について ⇒ 資料参照 

⑹ ＪＡＳＰガイドブック「ソフトテニス部顧問編」の活用について 

  ＪＡＳＰ（ジュニアアスリートプログラム）の活用を周知いただきたい。 

アドレス https://jasp.jp 

⑺ 日連主催大会における動画・静止画撮影について 

   動画・静止画をＳＮＳ（YouTube等含む）へ投稿する場合は、被写体となる選手 

の承諾が必要となるため、選手等への承諾を必ず得ること。 

⑻ 令和３年度日連表彰について 

   支部功労者：松田春枝さん(松本支部) 優良団体：松本市役所ソフトテニス部 

 

【東日本ソフトテニス連盟】 

第７７回東日本ソフトテニス選手権大会 

  期日：令和４年７月１６日（土）、１７日（日） 会場：長野県長野市・松本市ほか 

 

【北信越ソフトテニス連盟】 

⑴ 大会日程 

  ア 北信越選手権大会（石川県金沢市） 

     ５月２１日（土）シングルス 城北市民 

     ５月２２日（日）ダブルス  城北市民・西部緑地 

  イ 北信越高校総体（富山県高岡市） 



 

 

６月１８日（土）、１９日（日）高岡スポーツコア 

ウ 北信越実業団リーグ（石川県金沢市） 

     ７月１０日（日） 城北市民 

  エ 北信越中学総体（長野市） 

     ８月６日（土）、７日（日）南長野運動公園 

オ 北信越国民体育大会（福井県越前市） 

     ８月２０日（土）、２１日（日）越前市中央公園 

カ 競技者育成プログラム Step-３（富山県高岡市） 

     ８月２６日（金）～２８日（日） 高岡スポーツコア 

  キ ＹＯＮＥＸカップ北信越選抜インドア選手権大会（新潟県上越市） 

     １１月２６日（土）、２７日（日） リージョンプラザ上越 

  ク 北信越高校選抜インドア選手権大会（石川県小松市） 

     令和５年１月１４日（土）、１５日（日） こまつドーム 

  ケ 北信越中学選抜インドア選手権大会（新潟県上越市） 

     令和５年１月２２日（日） リージョンプラザ上越 

⑵ １級審判更新研修会（新型コロナウイルス感染拡大のため中止） 

   １月３０日（日）福井県鯖江市 鯖江市西番スポーツセンター 

  

２ 主要大会成績（北信越大会以上入賞者・チーム） 

 

⑴ 第２回全日本ミックスダブルス選手権（愛媛県松山市） 

４５の部 第３位 河野 公明・池上 京子（みのわ） 

⑵ 第７６回東日本選手権（群馬県前橋市） 

シニア女子３５ 第３位 上條 美穂・池上 京子（みのわ） 

シニア女子５０ 第３位 太田 郁子・芦部 美奈子（飯田） 

⑶ 令和３年度北信越実業団リーグ（新潟県上越市） 

１部リーグ 第１位 松本市役所 第２位 (株)堀内電機製作所 

※第３４回日本実業団リーグは中止 

⑷ 北信越高等学校総合体育大会（石川県七尾市） 

    女子 第３位 唐澤 すみれ・関口 みれい（松商学園高校） 

⑸ 北信越中学総合体育大会（富山県高岡市） 

   男子 第２位 金井 葵稔・高橋 洸貴（塩田中） 

第３位 古幡 悠馬・三枝 逸勢（穂高東中） 

   女子 第２位 義家 來実・青木 未来（柳町中） 

※義家・青木ペアは全国中学総体ベスト１６ 

⑹ 北信越国民体育大会（長野市） 

   少年女子チーム 第１位（２１年ぶりの優勝）※本国体は中止 

  



 

 

３ 各委員会事業報告 

 

【総務委員会】 

１ 法人化への検討 

委員会がコロナ禍により思うように開催できなかった。意見を伺い、プロジェク 

トチームを作り法人化について検討していきたい。 

２ 表彰者の申請資料の作成 

各支部の理事にお願いして表彰の候補者を申請していただき、総務委員会で検討、 

理事会・総会に諮っていくもの。 

３ （公財）日本ソフトテニス連盟への県連盟主催・主管の大会成績送付と大会結果 

のまとめ 

大会の送付が遅れてしまった。来年度は迅速に処理していきたい。 

大会結果を大会終了後必ず事務局または総務委員長宛に送っていただきたい。 

４ 機関誌「ソフトテニス」の県連盟の購読者のまとめ、（公財）日本ソフトテニス 

連盟への購買手続き 

各支部の理事にお願いして取りまとめていただいている。県連会計にお願いし、 

手続きを行っていただいているのでありがたい。 

５ 規約の変更について 

随時、変更案等が検討されれば、それに則り理事会、総会に諮っていく。 

 

【強化競技委員会】 

本年も、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、国体を始め全国規模の大会が

中止又は延期される状況となりました。 

そのような状況下ではありましたが、長野市で開催された北信越国体において少年

女子が平成１２年以来となるブロック 1位となりました。 

１ 強化委員会の開催：５月５日、７月１０日、８月２９日 

２ 戦略チームによる強化事業 

⑴ 各地区での強化練習会  ２月（南信・北信・中信） 

⑵ 少年男女大会等視察   高校総体、国体１次、２次選考会 

⑶ 少年男女指定選手の強化 戦略チーム対応見直しのため未実施 

３ 国体強化事業 

⑴ 大会派遣  

全日本シングルス 中止 

関東オープン   開催するも派遣せず 

北信越選手権   中止 

全日本選手権   中止 

北信越インドア  男女４ペア派遣（男女とも１ペアが予選リーグ突破） 

⑵ 各カテゴリ強化（戦略チーム事業との連携） 

戦略チーム事業連携を少年女子カテゴリと行った。 

⑶ 強化練習 

５月２日～４日 

成年男女：新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止 

 ８月１３日～１５日 

全カテゴリ、アンダー１４男女対象：雨天のため分散開催 

（成年男女、少年女子：１５日のみ 同一会場で実施） 

 



 

 

【指導委員会】 

本年度前半においては新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、長野県の指導者

更新研修や計画していた講習会が中止となったが、後半では感染が収束に向かったこ

とにより、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者養成講座及び長野国スポのターゲッ

ト層である小・中学生の指導者を中心とした講習会を開催した。 

１ 指導者講習会 

⑴ 長野国スポに向けた県内選手の強化と指導者育成（感染拡大により中止） 

令和３年２月７日（日） 

⑵ シングルス指導者講習会（感染拡大により中止） 

８月７日（土）、８日（日） 

⑶ 小・中学生を中心とした指導者が情報共有を図ることで、小学生から中学生、 

各カテゴリへ繋ぐ一貫した指導をできる指導者の育成。（ＱＲコードによる講習 

会ビデオの配布）参加者：２７名１２月５日（日）信州新町体育館 

 ２ 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者（ソフトテニスコーチ１）養成講座 

（専門課程） 

１０月３１日（日）、１１月６日（土）、１３日（土）、２８日（日）の４日間 

長野市北部レクリエーションパーク 

受講者：２３名（うち県外２名）（ＱＲコードによる講習会ビデオの配布） 

 

【育成委員会】 

 令和３年度の競技者育成プログラムは、新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

 

【審判委員会】 

１ 公認審判資格取得の促進について 

⑴ １級審判員の認定（新規・更新）について 

【研修会】修了者：３名（高体連：柊中・塩本、中体連：池田） 

【検定会】新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

⑵ ２級審判取得者（新規・更新）の検定会・研修会について 

更新対象者：有効期限が令和３年３月３１日の２０１５年（Ｈ２７）の取得者。 

会場：従来通り各地区で講師はＭＲ・１級審判員が担当しました。 

※ 日連から、「新型コロナウイルス感染症が依然拡大傾向にあるため、令和 

２年度に限り更新、新規取得については、資格取得申請をしたものについて

は認定する。」通知があった。 

更新取得者（２級）・・１１７名 

新規取得者（２級）・・一般：９２名、高校：６０２名 

新規取得者（ジュニア）・・８８名 

２ ２級審判員・ジュニア審判員の研修用共通資料について 

審判員の検定・研修会等には日連版教材を活用し、講習内容の統一と審判技術の 

レベルアップを図りました。教材は下記のものが審判委員会にあります。 

○「ソフトテニス審判技術マニュアル」ＤＶＤ・・４０分 

○「審判員研修会共通資料：パワーポイント（７８枚）」・・１２０分 

○「ソフトテニスハンドブック」・・高校生・一般：※今年度更新されました。 

○「２級審判員テキスト問題」  

○「ジュニア審判マニュアル」・・中学生・小学生高学年 

○「ソフトテニス：ルール（きまり）とマッチ（試合）の進め方」 

・・小学生低学年 



 

 

○「ジュニア審判員認定試験練習問題」  

３ 第８２回国民スポーツ大会に向けた審判員養成について 

コロナ禍の影響で自粛期間が続き、計画した事業は中止しました。 

４ 北信越国体（審判団の編成）対応について 

⑴ コロナ禍であったが予定どおり８月２１・２２日（長野市）において開催し 

た。（県内２２名、他県１６名の審判参加）  

⑵ ８月に国体強化練習会場で実践研修会を開催し、審判員の審判技術の向上を図 

りました。（１６名参加） 

５ 北信越選抜インドアへの審判派遣  

１１月２７、２８日に開催された第４８回北信越インドア選手権に新潟県連から 

北信越連盟を通じて初めての審判派遣依頼があり、１級審判員１名を派遣しました。 

６ ソフトテニスハンドブックの見直し 

日連において、競技規則、審判規則、大会運営規則が１０年ぶりに更新されまし 

た。更新後も細かい改定が２回ありました。     

    

【クラブ実業団委員会】 

１ クラブ・実業団リーグ戦 

新型コロナウイルス感染拡大のため中止、参加費は各支部に返金します。 

（返金方法については、検討中） 

２ 大会結果 

全日本実業団選手権（栃木県那須塩原市） 

１回戦 松本市役所Ａ ②－１ コマツ小山 （栃木県） 

        松本市役所Ｂ 不戦勝 八王子市役所（東京都） 

２回戦 松本市役所Ａ １－② 川崎重工明石（兵庫県） 

        松本市役所Ｂ ０－③ ＮＴＴ西日本（広島県） 

北信越実業団リーグ（新潟県上越市） 

１部リーグ 優勝：松本市役所 ２位：㈱堀内電機製作所 

※北信越地区代表として日本実業団リーグ出場 

日本実業団リーグ（京都府福知山市）新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

全日本クラブ選手権（千葉県白子町）新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

 

【技術等級委員会】 

 １ 令和３年度申請者数等、別紙資料参照 

２ 委員会ホームページが復活されました。 

 

【会員登録委員会】 

会員登録数について 別紙資料参照 

 

【事務局】 

 １ ホームページの充実 

   広報担当にご尽力いただき、長野県連ホームページの内容及びＳＮＳにおける情 

報発信を充実させました。 http://www.soft-tennis.com/nagano/ 

 


