
2022（令和4）年度大会・行事予定表

月　 日 曜日 大　会　名 会　　場 種目・内容 予備日

4月 10 日 2022（令和4）年度定期総会 生涯学習センター704号室 10:00～12:00

16 土 コート整備　 柳町・鶴ヶ岱コート 10:00～15:00

17 日 コート整備　 柳町・鶴ヶ岱コート 10:00～15:00

23 土 コート整備　 柳町・鶴ヶ岱コート 10:00～15:00

24 日 コート整備　 柳町・鶴ヶ岱コート 10:00～15:00

29 祝・金 コート整備　(予備日） 柳町・鶴ヶ岱コート 10:00～15:00

5月 7  土  春季大会(中学生の部）  柳町コート8面  中学男女  主管：中学専門委員  14日（土）

8 日 釧根支部高校春季大会 広里市民コート12面 高校男女 主管：高校専門委員

15 日 春季大会(一般） 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 22日（日）

24 火 北海道高体連釧根支部予選会 広里市民コート12面 高校男女

25 水 　　　〃　　　　　　〃　　　　　　　 　　〃　　　　〃 高校男女 主管：高校専門員

26 木 　　　〃　　　　　　〃　　　　　　 　　〃　　　　〃 高校男女

27 金 　　　〃　　　　　　〃　　(予備日）　　　　　 　　〃　　　　〃 高校男女

29 日 春季サークル対抗(団体） 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 －

6月 12 日 全釧路選手権大会 広里市民コート8面 一般全種目 大高中学生可 6/19（日）※柳町

18 土 中体連釧路地区予選大会 広里市民コート12面 中学男女 主管：中学専門委員

19 日 　　　〃　　　　　　〃　　　　　　　 　　〃　　　　〃 　　〃 審判員派遣 7/2（土）
25 土 国体釧根支部高校予選大会 広里市民コート8面 高校男女 主管：高校専門委員 26日（日）

26 日 ラケットショップミカミ杯大会 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 7/10（日）

7月 6 水 レディース杯大会 柳町コート8面 1部・2部 13（水）

17 日 釧路市体育祭(一般の部） 広里市民コート10面 一般全種目 大高中学生可 24（日）※柳町

31 日 第10回シングルス選手権大会 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 8/7（日）

8月 6 土 釧路市体育祭(中学生の部） 広里市民コート12面 中学男女 主管：中学専門委員 11（木）

21 日 第77回東北海道都市対抗 紋別市 一般男女 協会選抜

27 土 釧根地区高校新人戦 広里市民コート12面 高校男女 主管：高校専門員 29日（月）

28 日 　　　〃　　　　　　〃　　　　　　　 　　〃　　　　〃 　　〃

9月 4 日 第48回会長杯大会 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 11日（日）

17 土 中学生シングルス大会 広里市民コート12面 中学男女 主管：中学専門委員 19日（月）

18 日 （新）みんな集まれ交流大会 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 25日（日）

24 土 釧根地区高校団体選抜予選 広里市民コート12面 高校男女 主管：高校専門員 25日（日）

10月 1 土 中学生インドア大会（団体） 湿原の風アリーナ釧路 中学男女 主管：中学専門委員

2 日 納会 柳町コート8面 一般全種目 大高中学生可 9日（日）

6 木 北海道レディース道東大会 湿原の風アリーナ釧路 レディース会員 主管:北海道レディース連盟

10 月 釧路市体育祭(高校生の部） 広里市民コート12面 高校男女 主管：高校専門委員

15 土 釧路地方中学校インドア選手権 湿原の風アリーナ釧路 中学男女 主管：中学専門委員

23 日 第5回こうやくんカップ 白糠町総合体育館 一般男女

11月 9 水 秋季レディース・シニア男子大会 釧路町体育館 レディース・シニア男子2部・3部

27 日 釧路選抜秋季インドア選手権大会 白糠町総合体育館 一般男女

12月 28 水 釧路地区高校インドア大会 湿原の風アリーナ釧路 高校男女 主管：高校専門委員

1月 15 日 2023新春インドア大会 鳥取ドーム 一般全種目 高校単独ペア不可

23 月 第52回北海道高校新人選手権大会（団体） 湿原の風アリーナ釧路他 高校男女選抜 北海道連盟高校専門委員

24 火 　〃　　　　　　　　　　　　〃 　　〃　　　　　　〃 〃 　〃　　　　〃

25 水 　〃　　　　　　　　　　　　〃 　　〃　　　　　　〃 〃 　〃　　　　〃

26 木 　〃　　　　　　　　　　　　〃 　　〃　　　　　　〃 〃 　〃　　　　〃

2月 18 土 ソフトテニスセミナー 湿原の風アリーナ釧路 小・中・高・一般 主管：ヨネックス・釧路協会普及部

19 日 2023北海道たんちょう杯釧路大会 　　〃　　　　　　〃 一般 協会選抜
23 祝・木 第10回小学生インドア大会 湿原の風アリーナ釧路 小学生 主管：釧路協会普及部

26 日 ヨネックスカップ2023国際札幌大会 道立総合体育館きたえーる 一般男女 北海道連盟

3月 11 土 第59回北海道高校インドア選手権大会 湿原の風アリーナ釧路他 高校男女選抜 北海道連盟高校専門委員

12 日 　〃　　　　　　　　　　　　〃 　　〃　　　　　　〃 〃 　〃　　　　〃

21 火 釧根地区高校インドア大会 湿原の風アリーナ釧路 高校男女 主管：高校専門委員

［開催概要］ ①大会参加資格は原則2022（令和4）年度釧路協会登録会員（正会員となり日連、道連登録）であること。
②大会種目　一般男女：年齢制限なし（1～3部は大会実績と申込件数等により協会で指定）

シニア男子3部65歳以上、シニア女子50歳以上
③大会締切日：大会当日の1週間前とし、申込後は棄権のないこと。
④市内大会申込先：大会事務局　℡・FAX51-1319
⑤全道大会申込：道連大会申込は各自「大会申込システム」（インターネット）を使用し申込むこと。
⑥道連主催大会参加希望者は登録番号、審判2級（ﾜｯﾍﾟﾝ）、技術等級2級以上必要、登録カードを常に携帯すること。
　なお、全道大会参加者は背中のゼッケン（日連指定）が必須、各自で用意すること。
⑦コロナウイルス感染症対策に万全を期すこと。

摘　　　要

年齢制限種目は4月1日現在で、成年男子35歳～44歳以下、シニア男子1部45歳～44歳、シニア男子2部55歳～64歳以下、


