
第４９回 中国中学校ソフトテニス選手権大会要項 

  

１ 目   的   本大会は、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  中国中学校体育連盟  鳥取県教育委員会  鳥取市教育委員会 

中国地区ソフトテニス連盟    

  

３ 主    管  鳥取県中学校体育連盟  鳥取市中学校体育連盟  鳥取県ソフトテニス連盟  

  

４ 後    援  鳥取県中学校長会  （公財）鳥取県スポーツ協会  

  

５ 会   期    令和３年８月５日（木）～７日（土）〔雨天予備日 ８日（日）〕 

  

６ 日    程  令和３年８月６日（金）  監督打合せ後 競技開始〔個人戦〕９：００～                           

８月７日（土）  監督打合せ後 競技開始〔団体戦〕９：００～                                             

※新型コロナウイルス感染防止のため、例年のような開会式と閉会式及び

表彰式は実施しない。競技上の確認事項を５日までに事前周知する。 

試合当日は各県の専門委員長が監督打合せを各県ごとに招集し、その

後、試合を開始する。 

 

７ 会    場  Ｙａｍａｔａスポーツパーク テニスコート  

                 〒680-0944 鳥取県鳥取市布勢 146-1 ℡ 0857-31-6911（県民体育館） 

 

８ 参加資格  （１） 参加者は、各県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法第１条にもと   

づく該当中学校生徒であること。 

（２） 年齢は、平成１８年４月２日以降に生まれたものに限る。 

（３） 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各県中 

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） 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各県中学校体育連盟

の予選会に参加を認められた生徒であること。 

参加資格を得た各種学校は別に定める条件を具備すること。 

詳細は「令和３年度中国中学校体育連盟  役員理事名簿規約・諸規程」を参照のこと。 

（５） 各県中学校体育連盟主催の競技大会において、中国大会参加資格を得たチームま

たは個人とする。 

（６） チーム・ペアの編成は、一校単位で編成されたものであること。 

（７） 夏季大会に限り、同一年内の参加は全種目を通じて一人一回とする。 

（８） 個人戦は、（５）の項の個人戦の部より選抜されたものとする。  

（９） 参加生徒の引率者・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） 

（10） 中国中学校選手権大会では外部指導者（コーチ）を１校・１チーム１名おくことが

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。 

（11） 中国中学校選手権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、「中国中学校選手権大会引率細

則」により、校長が引率者として承認した外部指導者の引率を認める。その際に

は、所定の書類を実行委員会に提出すること。 



（12） 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、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。  

 （13） 個人情報の取り扱い（利用目的）は以下の通りとする。  

                       大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、中国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。  

                       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。 

  

９ 大会負担金  （１） 登録選手一人につき、２，０００円とする。 

（２） 納入方法は各県中体連事務局の指示による。  

（３） 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。  

  

10 チーム数等  （１） 団体戦は、各県代表男女各２チームとする。ただし、開催県は４チームとする。 

                 （２） 団体戦１チームの構成は、同一校の選手４～８名と監督１名とする。 

（３） 個人戦は、各県代表男女各８ペアとする。 

（４） 個人戦１チームの構成は、同一校の選手２名と監督１名とする。ただし、個人戦           

においては、出場ペア数の監督をおくことができる。  

  

11 競技規則      （公財）日本ソフトテニス連盟ソフトテニス・ハンドブック及び本大会の「運営および  

        競技の規定」による。  

  

12 競技方法   （１） 団体戦は、１チーム３ペアによる学校対抗戦とする。各県代表１２チームによる   

４ブロックの予選リーグ後、各ブロック１位による決勝トーナメント戦とする。  

                 （２） 個人戦は、各県代表４０ペアによるトーナメント戦とする。 

（３） 団体戦は準決勝で、個人戦は準々決勝で敗れたチームにより、全国大会出場権を

かけた決定戦を行う。  

13 表   彰   （１） 団体戦１～３位までの学校及び登録選手に、中国中学校体育連盟より賞状を授与               

する。  

              （２） 個人戦１～３位までの選手に、中国中学校体育連盟より賞状を授与する。 

（３） 優勝校には優勝旗（持ち回り）を授与する。ただし前年度団体優勝校には優勝旗

返還時にレプリカを贈呈する。  

  

14 参加申込    （１） 各県専門委員長は申し込み一覧表を作成し、県大会終了後至急送付すること。 

（２） 参加申込書は各校で２部作成し（１部コピー）各県専門委員長に送付すること。 

   送付期日、方法等については各県専門委員長の指示に従うこと。 

（３） 各県専門委員長から大会事務局への提出期限は、令和３年７月２８日（水）必着

とする。  

                           ＜申込先＞  

            〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長９０番地１ 

伯耆町立岸本中学校 内    岡 慎也  宛  

                        TEL  ０８５９－６８－２２６０ 

FAX  ０８５９－３９－８０２７  

 

 

 

 

 

 

 



15 組 合 せ   （１）個人戦   主管中学校体育連盟により、抽選にて組合せを行う  

                            日 時 令和３年７月２７日（火）                          

会 場 伯耆町立岸本中学校  

TEL０８５９－６８－２２６０  

                 （２）団体戦   各県１位の監督会議〈リモート〉において、抽選にて組合せを行う。  

  

16 会  議     （１）専門委員長会議 ８月５日（火）  １４：００～１４：４５  

                       会 場  Ｙａｍａｔａスポーツパーク 

鳥取県民体育館内 研修室  

                                 〒680－0944 鳥取県鳥取市布勢１４６－１  

                                   TEL ０８５７－３１－６９１１  

 

（２）監督会議 新型コロナウイルス感染防止のため例年のような監督会議は 

実施しない。各県専門委員長は、競技上の確認事項を参加校へ 

事前に周知する。 

※開催県専門委員長は、事前にリモートによる関係者会議を開催し、 

 競技・運営に関する協議を行う。 

 

17 宿  泊    大会出場者（登録選手および引率者）は、必ず大会実行委員会を通じて宿泊申込み 

を行うこと。大会中の連絡等については宿舎を通じて行い、宿泊をしないところについ 

ては学校に連絡する。詳細は、別紙宿泊要項参照のこと。  

  

18 服装・用具   競技中・式典中の服装・用具については「全国中学校ソフトテニス大会」の規定を用  

いる。  

                 （１）選 手  

              ・上は半袖でのスポーツシャツ、下は膝より上のパンツ・スコートを着用する 

こと。ただし、ただし、服装・用具は華美にならないようにする。  

・服装・用具において、ラメ入り・リボン・フリル等の装飾は華美とみなす。  

・アンダーシャツやスパッツは原則上記の服装から出ないものとする。  

・医療用具（サポーター・テーピング・熱中症や紫外線対策としての長袖アンダーシャ 

ツやスパッツ等）の使用を認める。ただし、所定の医療用具使用届に必要事項を記入

し、各県専門委員長を通じて、専門委員長会議前までに大会事務局に申し出ることと

する。これらの色について、長袖アンダーシャツ・スパッツ（ステッチも含む）・ハチ

マキ・サポーター・テーピングの色は、白・黒・ベージュの単色とする。  

・裾を外へ出したり袖をまくったりしない。  

・ユニフォームや帽子・サンバイザー・ハチマキ等には、文言や記号を後から記入もし 

くは印刷し、使用してはいけない。ただし、端の部分に小さく「学校名・名前」を記

入してもよい。  

              ・ソックスの長さについては、くるぶしより上で、ハイソックスは認めない。  

                 ・テニスシューズを着用する。靴や靴紐の左右を色違いにする、などはしない。  

・ストリングの縦糸と横糸は同色とする。  

・選手の腕などへのペイント・文字の書き込み・磁気ネックレス・装飾品（ミサンガ

等）は禁止する。  

                  ・背中のゼッケンは、Ｂ５判横【白地】で、文字は、黒色で『県名・学校名・姓』（書体

は自由）とし、『漢字』または『ひらがな』『カタカナ』を使用すること。  

ただし背面プリントは不可。また、同名の学校がある場合は区別するために学校名を

工夫してもよい。  

 

 

 

 

 

 



 

 

                         鳥  取      １／４ 

選手ゼッケン   

背 部           名    前     ２／４  

Ｂ５判サイズ   

学 校 名      １／４  

  

                 （２）監 督・外部指導者（コーチ）  

                  ・ベンチ入りをする時は、スポーツシャツを着用する。  

・裾を外へ出したり袖をまくったりしない。  

                  ・テニスシューズを使用する。  

               ・胸に『監督』または『コーチ』のゼッケンをつけること。ただし、外部指指導者（コ

ーチ）の表記は、『コーチ』とカタカナ表記する。県名・学校名の表記の仕方は、監督

ゼッケンに準ずる。                                                

   

監督ゼッケン         鳥取 学校名    １／３ 

胸 部   

横１５ｃｍ 縦１０ｃｍ      監   督     ２／３  

  

  

19  そ の 他    （１） 事故等による選手変更は、変更届を提出する。  

                       ①専門委員長会議までに各県専門委員長の承認を得ておくこと。  

                       ②個人戦においては、１ペアにつき２名とも変更することは認められない。     

              （２） 本大会で、団体戦上位３チームおよび個人戦上位６ペアは、「第５２回全国中学

校ソフトテニス大会」への出場権を与える。  

                 （３） 競技中の疾病、傷害については、応急処置をする。  

              （４） 前回中国大会優勝校・優勝ペアは、中国大会優勝旗を持参すること。ただし前回

優勝校が参加できない場合は当該県の優勝校・ペアにて返還すること。  

           （５） 中国大会開催は２日間以内となっているが、天候等の関係で順延または競技方法             

の変更もあり得る。  

                  （６） 万が一、大会が会期・予備日内に全く開催できない場合は、別日程は設けず中

止とする。この場合、全国大会出場チーム（ペア）は団体・個人とも各県の１，

２位の抽選により決定する。抽選者は ①監督 ②各県専門委員長とする。  

                 詳細は「令和３年度中国中学校体育連盟役員理事名簿 規約・諸規程」による。  

                   （７） 万が一、大会が中止となった場合は、大会負担金は返金する。ただし、全額返金

できない場合がある。 

詳細は「令和３年度中国中学校体育連盟役員理事名簿 規約・諸規程」による。 

（８） 本大会は別添「令和３年度 中国中学校体育連盟 中国中学校選手権大会実施上の 

COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」に従って開催する。 

 

20 連 絡 先     （１） 大会開催前                                                                                

鳥取県中学校体育連盟ソフトテニス専門委員長 

伯耆町立岸本中学校 内    岡 慎也  

                TEL  ０８５９－６８－２２６０     

               FAX  ０８５９－３９－８０２７（学校）             

                  （２） 大会期間中 

Ｙａｍａｔａスポーツパーク  

                                   〒680－0944  鳥取県鳥取市布勢１４６－１  

                                   TEL ０８５７－３１－６９１１  


