
月

2 高崎クラブ杯 上並榎 8 関東オープン（シニア女子50-75）白子町

15 (土) 桐生みどり市中学校春季大会（団体） 9 関東オープン（一般男子） 白子町

16 (日) （予備日） 9 関東オープン（一般女子） 狭山

22 (土) 桐生みどり市中学校春季大会（個人） 9 関東小学生低学年県予選 藤岡庚申山 9 関東オープン（シニア男子） 神栖

23 (日) （予備日） 16 春季大会 ALSOKぐんま 16 関東オープン（男子35-45） 光が丘

29 (祝) （予備日） 16 　　一般男子2部、女子35-45 駒沢

30 (日) 第1回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 25 関東オープン（男子１部勝残） 駒沢

30 館林つつじ祭大会 館　林

3 全日本小学生県予選会 前橋総合

7 全日本実業団県予選 伊勢崎（赤堀）

〃 県レディースオープン大会 上並榎

14 春季男子35・45シニア大会 上並榎

〃 全日本レディース予選（シニア含む）〃 13～14 全日本シングルス選手権 岡山県備前市

20 国体予選会　（ダブルス） 敷　島

27 (土) 全桐生ソフトテニス選手権大会 中学 5/12 21 国体予選会　（シングルス） 敷　島

28 (日) 第2回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 21 スポーツマスターズ県予選会 敷　島 27～28 関東選手権大会 白子町

3 (土) 第3回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 4 国体選考会 敷　島

4 (日) 全桐生ソフトテニス選手権 一般 5/19 17 StepⅡ U14選考会(予備日 18日)前橋総合

11 (日) 第3回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 18 県ミックス大会 伊勢崎（赤堀）

17 (土) 全桐生ソフトテニス選手権（中学予備日） 6/2

25 (日) 全桐生ソフトテニス選手権（一般予備日） 6/9 10～11 全日本ミックスダブルス 熊本県熊本市

25 全日本社会人県予選会 敷　島

桐生みどり市中学校総体大会（団体） 1 関東実業団リーグ 白子町

桐生みどり市中学校総体大会（個人） 9 天皇杯・皇后杯 県予選会 桐生相生 1～2 関東小学生選手権大会 白子町

9 (日) 天皇杯・皇后杯予選 （1日：個人、2日：団体）

第4回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 15～16 東日本選手権 秋田・大仙・横手

28～29 全日本レディース個人戦 香川県高松市

国民体育大会選考会ソフトテニス大会 28～30 全日本実業団選手権大会 佐賀県唐津市

5 (土) 中体連新人研修大会 6 沼田祭り大会 沼　田 3～6 全日本小学生選手権大会 兵庫県神戸市

6 (日) （予備日） 13 小学生総体 前橋総合 16～17 関東教職員大会 東京都

12 (土) 第5回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 18～20 国体関東ブロック 熊谷ドーム

27 県年齢別大会 敷　島 22～24 全日本レディース決勝大会 一宮市

2 (土) 第6回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 2～3 四万親善大会 四万温泉 2～3 全日本社会人選手権大会 福岡市

3 (日) 桐生市長杯クラブ対抗ソフトテニス大会 8/18

10 (日) 同上 （予備日） 17 佐藤次郎杯 渋川総合 15～17 日本SPマスターズ 越前市

9 (土) 桐生みどり市中学校新人大会（団体） 24 佐藤次郎杯 （予備日） 渋川総合 23～24 全日本シニア大会 静岡・浜松市

桐生みどり市中学校新人大会（個人） 23～8 アジア競技大会9/23-10/8 中国抗州

桐生市民体育大会中学１年生大会 9/8 26～27 関東レデイ―ス選手権大会熊谷市さくら

1 県レディース選手権 上並榎 3～4 関東レデイ―ス選手権大会(予備日)

1 (日) 第7回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 8 県選手権大会 上並榎 10～12 全日本レディース決勝大会ｼﾆｱ 千葉市

9 県スポ少交流大会(小) ALSOKぐんま 12～16 国民体育大会 鹿児島市

22 (日) 桐生市民体育大会 一般 10/6 9 県スポ少交流大会（中） 敷島 21 関東レディース大会 ALSOKぐんま

18 ぐんまねんりんピック（予備日27）ALSOKぐんま 20～22 全日本実業団リーグ 京都府福知山市

28 (土) 桐生市民体育大会 中学 10/13 22 県小学生研修大会 前橋総合 21～22 全日本クラブ選手権大会 白子町

29 県35・45シニア選手権大会 サンスポ太田 28～31 ねんりんピック２０２３ 愛媛県大洲市

4 審判講習会① 県スポ

4 (土) 第8回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 5 小学生シングルス大会 上並榎

5 県シングルス選手権 上並榎

11 県レディース団体戦 上並榎
5 (日) 桐生市民体育大会 一般 予備日 10/20 11 中学3年生シングルス大会 敷　島

12 県民大会 ALSOKぐんま 17～19 天皇・皇后杯全日本選手権大会江東区

25 (土) 桐生市民体育大会 中学 予備日 11/10 26 県小学生団体戦大会 ALSOKぐんま

30～3 STリーグ(11/30～12/3) 豊橋市

3 (日) 第9回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会

23～24 ＳＴリーグ入替戦 広島県福山市

第10回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 13～14 一級審判検定会（新規） 東京体育館

27 (土) 全桐生ソフトテニス室内大会(中学) 27 一級審判研修会（更新） 安中市

28 (日) 全桐生ソフトテニス室内大会(ダブルス) 1/12 21 群馬インドア ALSOKぐんまアリーナ 28 全日本インドア選手権大会 大阪市

3 (土) 第11回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 17 県連常任理事会 学習センター

4 (日) ∥ 24 県審判講習会② 前橋総合

10 (土) ∥ 24 技術等級検定会 前橋総合

3 関東シングルス選手権(男子） 有明

30 (土) 第12回スポーツ少年団ソフトテニス研修大会 9 関東シングルス選手権（女子） 駒沢

31 (日) 全桐生ソフトテニス普及大会 一般 3/15 16 県連総会 ラシーネ新前橋 10～11 平和カップひろしま国際大会 広島市

29～31 全国小学生大会 白子町
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