
令和元年度 全国中学校体育大会
第５０回 全国中学校ソフトテニス大会要項

（４／４現在：案）
１ 目 的 この大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くソフトテニス実践の機

会を与え、技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに
健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるもの
である。

２ 主 催 (公財)日本中学校体育連盟 (公財)日本ソフトテニス連盟 京都府教育委員会
宇治市教育委員会 城陽市教育委員会

３ 主 管 近畿中学校体育連盟 京都府中学校体育連盟 宇治市中学校体育連盟
城久中学校体育連盟 京都府ソフトテニス連盟

４ 後 援 スポーツ庁 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会
（予定） 全国市町村教育委員会連合会 （公社）日本ＰＴＡ全国協議会

日本私立中学高等学校連合会 ＮＨＫ 全国新聞社事業協議会 毎日新聞社
京都府 宇治市 城陽市 京都府市町村教育委員会連合会
京都府公立中学校長会 宇治市中学校長会 城陽市中学校長会
京都府私立中学高等学校連合会 （公財）京都府スポーツ協会
（一財）宇治市体育協会 城陽市体育協会 京都府ＰＴＡ協議会
宇治市連合育友会 城陽市ＰＴＡ連絡協議会 京都新聞

５ 会 期 令和元（２０１９）年 ８月２０日(火)～２２日(木)

第１日目 ８月２０日(火) 監督会議 １４：３０～１５：３０
開会式 １６：００～１７：００

第２日目 ８月２１日(水) 個人戦 ９：２０～
表彰式競技終了後（個人表彰開始予定時刻１７：００）

第３日目 ８月２２日(木) 団体戦 ９：２０～
表彰式・閉会式
競技終了後(団体表彰開始予定時刻１７：００)

６ 会 場 ◆監督会議 『宇治市文化センター 文化会館 小ホール』
◆開会式 『宇治市文化センター 文化会館 大ホール』

〈晴天時〉
◆競技場 『京都府立 山城総合運動公園 テニスコート』

（砂入り人工芝１８面）※屋根付き４面含む
◆閉会式 『京都府立 山城総合運動公園 テニスコート』

(屋根付砂入り人工芝４面)

〈荒天時〉
◆競技場 『京都府立 山城総合運動公園 テニスコート』

(屋根付砂入り人工芝４面)
『京都府立 山城総合運動公園 メインアリーナ』(３面)

『鴻ノ巣山運動公園 市民体育館 競技場』（３面）

◆閉会式 『京都府立 山城総合運動公園 サブアリーナ』

○会場所在地
・『宇治市文化センター』 〒611-0023 京都府宇治市折居台１丁目１

TEL（０７７４）３９－９３３３

・『京都府立 山城総合運動公園 』 〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷１
TEL（０７７４）２４－１３１３

・『鴻ノ巣山運動公園』 〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山１
TEL（０７７４）５５－６２２２

７ 参加資格
(１) 参加者は、都道府県中学校体育連盟の中学校に在籍する生徒で、校長及び都道府県中

学校体育連盟会長が参加を認めた者とする。
(２) 年齢は、平成１６(２００４）年４月２日以降に生まれた者に限る。



(３) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和元（２０１９）年６月３０日までに、
各都道府県中学校体育連盟を通して(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。

(４) ブロック代表またはブロック中学校体育連盟の推薦を受けた一校単位で編成されたチ
ーム及び個人(ペア)とする。また、開催地は団体戦男女各１チーム、個人戦男女各２
ペアの参加を認める。

(５) 令和元年度全国中学校体育大会(夏季大会)の他の競技に出場していない者。
(６) 団体戦は、男女とも同一校の選手６名以上８名以内(対戦の過半数を超える場合は可と

する)と監督１名で構成する。
(７) 個人戦は、男女とも同一校の選手２名と監督１名で構成する。
(８) 同一選手が団体戦及び個人戦を兼ねてもよい。
(９) 参加資格の特例

① 学校教育法１３４条の各種学校(１条校以外)に在籍し、都道府県中学校体育連盟の
予選会に参加を認められた生徒であること。

② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
ア 全国大会の参加を認める条件
(ア) （公財)日本中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊

重すること。
(イ) 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成さ

れていること。
(ウ) 参加を希望する学校にあたっては、運動部活動が学校教育の一環として、日常

継続的に当該校顧問教師の指導のもとに、適切に行われていること。
イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件
(ア) 全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うと

ともに、大会の円滑な運営に協力すること。
(イ) 全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長または教員が生徒を引率するこ

と。また万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故
対策を立てておくこと。

(ウ) 全国大会に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。
(10) 個人情報の取り扱い(利用目的)

大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公財)日本中学校体育連盟
「個人情報保護方針・規程」に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。
また、取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム
編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表(記録集)等、その他競技
運営及び競技に必要な連絡等に利用することに同意する。大会に参加する各選手はこ
れに同意する。

８ 参 加 料
(１) 参加登録選手一人につき、３，０００円とする。
(２) 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合，参加料の返金は行わない。

９ 引率者・監督および外部指導者(コーチ)
（１）参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。

なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。
※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施行規則第78条の２に示されている者

（２）全国大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、出
場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に
必要事項を記入し、大会事務局に参加申込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校
教職員は、外部指導者（コーチ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者に
はなれない。

（３）全国中学校体育大会の個人競技の参加について、校長・教員・部活動指導員が引率でき
ず校長がやむを得ないと判断した場合に限り、「全国中学校体育大会引率細則」により、
校長が引率者として承認した外部指導者（コーチ）の引率を認める。

（４）（公財）日本中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、
部活動指導員、外部指導者(コーチ)、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・
体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であ
ることとしている。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。 なお外部の指
導者は校長から暴力等に対する指導処置を受けていないこととする。

（５）監督は１ペアまたは１チームに対し、出場校の校長・教員・部活動指導員１名であるこ
と。ただし、個人戦に２ペア以上出場する学校の場合は、出場ペア数までの監督をおく
ことができる。この場合も出場校の校長・教員・部活動指導員であること。(上記(３)
で承諾された監督は別とする。)

（６）監督の追加・変更は、所定の「監督追加・変更届」に必要事項を記入し、ブロック長を
通じて監督会議前に大会事務局に申し出ること。

（７）監督は必ず監督会議に出席すること。



（８）外部指導者(コーチ)の追加・変更は所定の「外部指導者(コーチ)確認書(校長承認書)」
と「外部指導者(コーチ)追加・変更届」に必要事項を記入し、大会事務局に申し出るこ
と。(原則として監督会議前) ※外部指導者(コーチ)については、別紙参照

10 参 加 数 団体戦：男女２５チーム 個人戦：男女各６４ペア
地 区 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催地 合計
団体 ２ ２ ４ ２ ３ ３ ３ ２ ３ １ ２５
個人 ４ ６ １３ ５ ７ ８ ６ ５ ８ ２ ６４

11 競技規則 現行の(公財)日本ソフトテニス連盟「ソフトテニスハンドブック」および大
会要項による。

12 競技方法
（１）団体戦 トーナメント方式の３ペアによる点取り法とする。
（２）個人戦 トーナメント方式とする。
（３）ゲーム数 ７ゲーム
（４）使用球 公認球(白色)を使用する。使用球は、男女団体戦ダンロップボール、男子個人

戦ケンコーボール、女子個人戦アカエムボール、とする。
（５）荒天等の理由により、競技方法およびゲーム数等を変更することがある。

13 組 合 せ 団体戦・個人戦ともに８月１５日（木）午後に大会ホームページに掲載をする。

14 表 彰
（１）団体戦

① 優勝校には、優勝旗(持ち回り)、優勝杯(持ち回り)、レプリカ、トロフィー、賞状、
メダルを授与する.

② 準優勝校・第３位校〔２校〕には、トロフィー、賞状、メダルを授与する。
③ 第５位校〔４校〕には、賞状、メダルを授与する。
④ 第５位までの入賞校の監督には、賞状、メダルを授与する。

（２）個人戦
① 優勝ペアには、優勝旗(持ち回り)、レプリカ、楯、賞状、メダルを授与する。
② 準優勝ペア・第３位ペア〔２ペア〕には、楯、賞状、メダルを授与する。
③ 第５位ペア〔４ペア〕には、賞状、メダルを授与する。
④ 第５位までの入賞ペアの監督には、賞状、メダルを授与する。

（３）表彰式には、監督もしくは外部指導者(コーチ)も必ず出席すること。

15 参加申込
（１）参加料は、下記口座に振り込むこと。【振込締切：８月１６日(金)】

京都銀行 二条駅前支店
【普通口座】 １０９６７１１
【口座名】 第５０回全国中学校ソフトテニス大会

実行委員長 上田 竜次

（２）参加申込は、所定の参加申込書に必要事項を記入し、送付すること。送付手順は（４）
申込方法を参照すること。

（３）申込先

〒602-8155-京都府京都市上京区 主税町９１１番地 京都市立 二条中学校 内

令和元年度全国中学校体育大会 京都府実行委員会
ソフトテニス実行委員長 上田 竜次（うえだ たつじ）

事務局ＴＥＬ （０７５）８２１－１１９６ [二条中学校]
事務局ＦＡＸ （０７５）８２１－１１９７ [二条中学校]
特設携帯電話 ０５０－３７０１－０１５０

E-mai ｔａ－ｕｅｄａ＠ｅｄｕ．ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ.ｊｐ



（４）申込方法
所定の参加申込書に必要事項を記入し、下記の手続きに従って申込みを行うこと。
① ブロック大会への各都道府県代表となった時点で、代表校は別紙参加申込書(１部)を
作成する。参加申込書は、都道府県中学校体育連盟、もしくは都道府県中体連専門部
競技委員長(部長)がまとめてブロック大会開催事務局に送付する。
※参加申込書に記入した学校名、氏名について、大会プログラム等の冊子に掲載す
る際に外字登録を希望する漢字については、該当する漢字の下に赤のマーカーで
線を引くこと。

② ブロック長は、ブロック代表が決定次第、次の手続きをする。
ア 一覧表に必要事項を記入し、８月１０日(土)までに全国大会開催事務局にE-mailに
て送信する。申込用紙は、８月１３日(火)必着で送付する。

イ 「宿泊申込書」を指定の送付先に速やかに送付するように代表校に指示する。
ウ 団体戦および個人戦の選手変更がある場合は、１７－（２）選手変更についてを参照
して手続きをする。

エ 先に集めた「参加申込書」の中から代表となったものを抜き出し、大会前に事務局へ
送付する。(ブロック大会終了後すぐに送付すること)

オ 各代表校は、「宿泊・弁当申込書」を指定の送付先に速やかに送付して、手続きを完
了すること。

16 宿 泊
（１）宿泊については、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応(感染症・自然災害等)を確

保するため、必ず大会実行委員会の指定業者を通して申し込むこと。 (指定外の宿泊施
設の利用は原則として認めません)

（２）申し込みは所定のＷＥＢ申込システムにて、８月１１日(日)１７:００までに申し込むこ
と。 ※詳しくは、『宿泊・弁当申込み要項』の「６．お申し込み方法」参照

（３）宿泊申込先(問い合わせ先)

取扱業者 名鉄観光サービス（株）京都支店

『第５０回全国中学校ソフトテニス大会「全中京都配宿センター』
〒600-8492 京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62

住友生命京都ビル６階
ＴＥＬ （０７５）２５５－２２１１
ＦＡＸ （０７５）２５５－８５１１

申込ＵＲＬ ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

担 当 中屋 日花里 ・ 吉田 裕之 ・ 籾井 麻理子

17 出場規定
（１）服 装

別記「全国中学校ソフトテニス大会 服装規定」による

（２） 選手変更について
① 個人戦で、１名が病気等で出場不可能となった場合には、メンバー変更を出場校の校
長よりブロック長を通して大会本部に届け出る。(原則として監督会議前)

② 個人戦で、そのペアの２名とも出場不可能な場合には、ブロック大会の成績に基づい
てブロック長が次のペアを推薦し、大会本部に届け出る。

③ 団体戦で、申し込み後にメンバーを変更する場合には、出場校の校長よりブロック長
を通して大会本部に届け出る。(原則として監督会議前)その後の変更は認めない。

（３）練習会場(時間、コート割りについては別紙参照)
① ８月１９日（月）京都府立 山城総合運動公園 テニスコート（１４面）

(予定時間 ９：３０ ～１６：３０)
② ８月２０日（火）京都府立 山城総合運動公園 テニスコート（１４面）

(予定時間 ９：００ ～１４：３０)
城陽市・宇治市の各中学校テニスコート（クレーコート１４面）

(予定時間 ９：００ ～１４：００)
③ ８月２１日（水）京都府立 山城総合運動公園 テニスコート（１４面）

(予定時間 ８：３０ ～ ９：００)
城陽市・宇治市の各中学校テニスコート（クレーコート１４面）

(予定時間 ９：００ ～１６：００)
④ ８月２２日（木）京都府立 山城総合運動公園 テニスコート（１４面）

(予定時間 ８：３０ ～ ９：００)



（４）大会受付
① 個人戦、団体戦ともに２０日の監督会議・開会式に参加すること。
監督は、１４：１０までに監督会議会場（宇治文化センター 文化会館小ホール）
入り口の受付で、受付をすませる。
選手は、１５：５０までに開会式会場（宇治文化センター文化会館大ホール）の所定
の位置に着席する。

② 試合当日は、個人戦は、第１試合から第３試合までは８：２０～９：００までに、
第４試合以降は１０：００まで会場に到着し、選手受付に「選手到着票」を提出する
こと。
団体戦は８：２０～９：００までに会場に到着し、選手受付に「選手到着票」と「オ
ーダー用紙(初戦の相手が決まっているチーム)」を提出すること。

（５）大会期間中の負傷、疾病については応急処置のみ行う。また、本大会は独立行政法人日
本スポーツ振興センター法の定めを適用する。なお、大会参加者は健康保険証を持参す
ること。

18 連絡先
（１）大会開催前(～８月１８日まで)

〒602-8155 京都府京都市 上京区 主税町９１１番地 京都市立 二条中学校 内

令和元年度全国中学校体育大会 京都府実行委員会
ソフトテニス実行委員長 上田 竜次（うえだ たつじ）

事務局ＴＥＬ （０７５）８２１－１１９６ [二条中学校]
事務局ＦＡＸ （０７５）８２１－１１９７ [二条中学校]

特設携帯電話 ０５０－３７０１－０１５０

（２）大会準備・大会期間中 ８月１９日（月）～８月２２日（木）

大会本部
【昼 間】
〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷１ 京都府立 山城総合運動公園 内

第５０回全国中学校ソフトテニス大会 大会本部

特設携帯電話 ０５０－３７０１－０１５０
【夜 間】
『新都ホテル』 〒６０１―８４１２ 京都府京都市南区西九条１７

TEL：０７５－６６１－７１１１ FAX：０７５－６６１－７１５３

※連絡は特設携帯電話 ０５０－３７０１－０１５０ にお願いします。

（３）大会ホームページURL

ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 全国中学校体育大会近畿ブロック大会スローガン

「君の夢 かなえる場所が 近畿にある」
こ こ


