
第５３回 山口県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 山口県中学校体育連盟 山口県教育委員会
山口市教育委員会 山口県ソフトテニス連盟

３ 主 管 山口市中学校体育連盟 山口市ソフトテニス連盟

４ 会 期 令和元年７月２１日（日）～２２日（月） 雨天順延 ※予備日２３日（火）

５ 日 程 令和元年７月２１日（日） 受付 ７時５０分～８時１０分
公開練習 ８時００分～８時２４分
監督会議 ８時１０分～８時２０分
開会式 ８時３０分～８時４０分
競技開始〔団体戦〕 ８時４５分～

令和元年７月２２日（月） 受付 ７時５０分～８時１０分
公開練習 ８時００分～８時２４分
監督会議 ８時１０分～８時２０分
開会式 ８時３０分～８時４０分
競技開始〔個人戦〕 ８時４５分～

６ 会 場 維新百年記念公園テニス場 （ＪＲ山口線 矢原駅）
〒753-0815 山口市維新公園四丁目１番１号 TEL 083-922-2788

７ 参加資格 (１) 参加者は、山口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
とづく当該中学校生徒であること。

（２） 年齢は、平成１６年４月２日以降に生まれた者に限る。
(３) 学校教育法１３４条の各種学校に在籍し、山口県中学校体育連盟から参加を認

められた生徒であること。
参加を希望する各種学校は別に定める条件を具備すること。

(４) チーム編成は、一校単位で編成されたものであること。
(５) 参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。外部指

導者については校長の認めた者とし、所定の様式で届け出ること。
但し、個人戦のみの参加で、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、「山口県中学校体育大会引率規程」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。
なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督者にはなれない。
（※部活動指導員とは、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者）

(６) 引率者と監督者は、「山口県中学校体育連盟引率・監督規程」により、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
こととする。
また、大会に関わる外部指導者は、県中体連に登録し、暴力・体罰・セクハラ
等により、校長から指導処置を受けていないこととする。校長はこの点を確認
して、大会申込書を作成する。

（７） 外部指導者・コーチなど、ベンチ入りに関することで届出を要する場合に
は、所定の様式で書類を提出すること。

（８） 外部指導者がベンチ入りする場合は、外部指導者1人が１つの学校のみのベンチ
に入ることとする。申込用紙の外部指導者の欄に記入すること。（複数校からの
大会へのベンチ入りを認めない。）

(９) 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、山口県中学校体育連盟

個人情報保護方針・規定に基づき、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。

８ 大会負担金 登録選手一人につき５００円とする。
（当日受付で学校ごとに男女別にまとめて徴収する）

９ 参加規定 (１) 団体戦は次の基準による。
各支部 現有校数 ４校まで・・・ １校

８校まで・・・ ２校
１２校まで・・・ ３校
１６校まで・・・ ４校
１７校以上・・・ ５校
（開催地の山口市は＋１校）

(２) 団体戦の構成は、同一校の選手４名以上８名以内（対戦の過半数を超える場合
は可）と監督１名で構成する。

(３) 個人戦は次の基準による。



各支部 現有校数 ２校まで・・・ ２組
４校まで・・・ ４組
６校まで・・・ ６組
８校まで・・・ ８組

１２校まで・・・１０組
１６校まで・・・１２組
１７校以上・・・１６組
（開催地の山口市はプラス２ペア）

(４) 個人戦においては、出場組数監督をおくことができる。
(５) 次の学校は枠外シード権を有し、支部の予選会への出場を免除する。

団体戦
東部地区 男子 下松市立下松中学校 下松市立久保中学校

女子 周南市立福川中学校 周南市立富田中学校
西部地区 男子 宇部市立楠中学校 宇部市立上宇部中学校

女子 下関市立長府中学校 宇部市立東岐波中学校
個人戦
東部地区 男子 中川・西村ペア（下松） 引頭・小松ペア（下松）

幸田・棚倉ペア（麻里布） 木村・西岡ペア（久保）
女子 横山・光永ペア（福川） 宮本・守川ペア（灘）

馬場・常廣ペア（久保） 松田・山本ペア（富田）
西部地区 男子 平林・甲斐ペア（楠） 野﨑・加藤ペア（上宇部）

藤井・西本ペア（大嶺） 河添・亀石ペア（厚狭）
女子 石井・森下ペア（常盤） 末益・松永ペア（東岐波）

谷岡・斎藤ペア（厚南） 齋藤・井上ペア（深川）
（６） 夏季大会に限り、同一年度内の参加は全種目を通じて一人一回とする。

10 競技規則 令和元年度日本ソフトテニス連盟ハンドブック及び大会要項による。
試合球は、男女団体戦ダンロップボール、男子個人ケンコーボール、女子個人アカ
エムボールとする。

11 競技方法 （１） 団体戦…トーナメント戦。試合は、７ゲームとする。
（２） 個人戦…トーナメント戦。試合は、７ゲームとする。決定戦は行わない。

12 表 彰 (１) 団体戦１～３位までの学校に賞状を授与する。
(２) 団体優勝校には優勝旗 団体準優勝校にはカップを授与する。
(３) 個人戦１～３位までの選手に賞状を授与する。
(４) 個人優勝組には優勝旗を授与する。

13 参加申込 (１) 期 限 令和元年６月１７日（月）必着
(２) 申込先 １部だけ郵送してください。正副２部は必要ありません。

※各支部専門委員長は支部一覧の提出をお願いします。
〒752-0971 山口県下関市長府逢坂町３－１

下関市立長府中学校 内 佐村 惇 宛
TEL ０８３－２４６－２１５７

14 組 合 せ 令和元年６月２１日（金）専門部で抽選し、決定する。
会 場 山口県セミナーパーク ２０８研修室

15 そ の 他 （１） 選手および監督の変更は、所定の変更届を提出する。
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） 本大会の団体戦上位４校および個人戦上位８組は、第４７回中国中学校ソフト
テニス選手権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、主管者で応急処置のみ行う。
（４） 服 装

① 選 手
背部 B5判サイズ ・ 上は半袖で襟付きのスポーツシャツ、下は短パン、スコート、ハーフパン

ツ〔膝が隠れないこと〕を着用し、上着の裾を入れること。服装・用具につ
山口 いては日本ソフトテニス連盟公認のものとする。色は華美にならないように
月 成 考慮すること。アンダーウエア（シャツ・パンツ）の使用を許可する。
白石中 ・ テニスシューズを使用すること。

・ 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』とし、『漢字』または『かな』を使用すること。ただし背面プリントは
不可。（３段組みの日本連盟の様式も可とする）

胸部 横15cm ② 監 督［コーチ］
・ ベンチ入りをする時は、選手に準じた服装で、テニスシューズを履き、胸

山口 白石 縦 に『監督』または『コーチ』のゼッケンをつけること。違反があれば、コー
10cm ト外へ退去となる。

監 督
（５） 前年度優勝校・準優勝校は、優勝旗・カップを持参する。該当校が出場でき

ない場合は、支部１位の学校に届け、持参するようにする。

16 連 絡 先 山口県中学校体育連盟 ソフトテニス専門委員長
下関市立長府中学校 内 佐村 惇

TEL ０８３－２４６－２１５７
FAX ０８３－２４６－２１５９


