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令和４年９月２０日 

第４回県中体連ソフトテニス専門部会資料 

専門部長 髙梨  緑 

（横浜市立末吉中学校） 

１ はじめに 

本日はお忙しい中ありがとうございます。県総体では、心配していた熱中症対応による

緊急搬送もなく無事に終えることができました。湘南ブロックをはじめ、専門部の先生方

の綿密な準備のお陰だと思っています。ありがとうございました。また、今年度は県大会

を勝ち上がった選手たちが関東でも活躍をしてくれたかなと思っています。 

9 月の委員会・部会については、県選手権に向けての話し合いが中心になります。暑い

夏を終え、すぐに新人戦の季節になります。 3 年生の活躍に刺激を受けた１・２年生がど

んな活躍を見せてくれるのか楽しみにしたいところです。  

部活動を取り巻く環境は、刻一刻と変化していますが、ソフトテニスに一生懸命取り組

む選手や熱心に指導にあたっていただいている顧問の先生方の活動においては変わるも

のはないと思います。ソフトテニス専門部としても持続可能な大会運営や活動を踏まえ、

今後を見据えていきたいと思っています。  

選手権大会でも引き続き、感染症対策を十分に行い、大会を開催したいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。  

２ 県総体反省 

 今年度は心配していた熱中症による救急搬送や大きな体調不良等なく実施することができました。会

場関係では、野球場やその他施設を押さえていただき、選手や応援生徒、保護者が十分に休息をとるこ

とができたこと、進行で十分に時間を取って進めていただいたことがこれにつながったと思います。ま

た、やはり総務委員の先生方の定期的な巡回による健康観察がとても大きな役割を果たしていると思い

ます。ありがとうございました。 

〇 受付 

・ 渋滞により朝の到着が遅れる学校がありました。（横浜！）イエローにて対応しましたが、公共

の交通機関の利用の徹底と、自家用車を利用する場合には自己責任の徹底を図りたいです。 

ただし、今後も感染症対策の観点など様々な理由で自家用車利用の遅延が想定されます。公共交

通機関の乱れの場合の対応や自家用車で来場の場合の対応などの方向性を示しておくとよいの

かなと感じました。 

・ 承認書の漢字間違いが今年度はとても多かったなと思います。地区やブロックでデータをその

まま使えば県大会レベルでは事前に防ぐことができるのではないかと思います。大人のミスに

より選手に影響することをなくしたいものです。 

〇 進行 

・ 審判関係は大きなトラブルは無いように思いますが、審判員のシャツ出しが気になりました。た

だし、選手と同様に熱中症対策としてシャツ出しはありなのかな・・・。 

・ 生徒の審判技術の低下を感じます。試合経験も以前に比べると少なくなっているのかなと思い
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ます。そのためにもコート主任の先生はもちろんですが、コート責任者にあたっている審判部の

先生で適切にアドバイスできると良いと思います。 

〇 会場 

・ 駐車場でのトラブルを数件聞きました。 

・ ２日目の野球場の開錠が遅れ、選手や保護者が待機している場面がありました。 

〇 けが・体調不良等 

・ 試合後に熱中症気味で救護室を利用する選手が数人いました。夏の大会は特に救護室を遠慮な

く利用するように声掛けすることも救急搬送を防ぐ手段かなと感じます。 

 

〇 感染症関係 

・ 会場内で２名ほどコロナ関係の報告がありましたが、どちらも陽性の報告を受けました。事務局に

コロナ用の事故報告書の提出（その際、出場承認書、生徒の健康チェックシート、学校で利用して

いる日々の健康観察表、参加状況報告書等の提出があります）と、対戦校への健康観察依頼の連絡

を行いました。 

３ 県選手権に向けて 

・ 要項を作成しました。確認をお願いします。 

生徒は、出場選手＋サポートメンバー２名（個人・団体ともに） 

応援の保護者は選手１人につき２名で考えています。 

ただし予備日の中学校会場では保護者の応援はなしにしたいと思います。 

・ 予備日中学校会場向けの会場使用願いも要項とともに発番を取得します。要項、会場使用願いは 

２０日付けで発番を取ろうと思っていますので、出場校に配布、会場校に提出をお願いします。 

また、事前に公営コートも含めて使用の確認をお願いします。 

 

４ 関東大会、全国大会について 

（１）関東大会について 

   ８月９日、１０日、１１日の日程で予定していました。 

   ２．５日開催ということで進行にゆとりがありました。今後もこのような日程が続くと予想され 

ます。個人・団体の出場選手にとっては、負担が大きいような気もしますが・・・。 

大会結果 

 男子団体 大磯・綾瀬・秦野南 2回戦敗退 浦賀 1回戦敗退 

 女子団体 本町・御幸・生麦 1回戦敗退 六会 2回戦敗退 

 男子個人 大磯 第三位！！全国大会出場！！ 

      綾瀬 ベスト 8！！全国大会出場！！ 

荻野・綾瀬 1回戦敗退 北陽・川中島 2回戦敗退 

浜須賀・今宿 1回戦敗退 

    女子個人 円蔵・湘南台・潮田 3回戦敗退 

六会・秦野南・領家・本町 2回戦敗退 鶴が台 1回戦敗退 

    今年度は、個人戦で昨年度よりも勝ち上がりが多かったです。一歩前進！？ 
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    男子個人戦では、大磯・綾瀬全中出場！頑張りました。力のある選手が、力を発揮することが

でき良かったです。 

    団体戦はもう二頑張り！！「ルネサンス」！ 

 

（２）全国大会について（別紙）裾に関する表記がなくなる。 

 

（３）関東・全国大会の予定 

    ２０２２年１２月日 関東委員長会議 栃木県 

    ２０２３年８月 ７日関東大会開会式 個人戦１～４回戦 

            ８日個人戦続行 5 回戦以降  代表決定戦   

団体戦 1 回戦 

            ９日団体戦続行 

    会場  栃木県石川スポーツグラウンドくろいそテニスコート  

    全国大会  愛媛県今治市 今治市営スポーツパークテニスコート  

４ その他 

（１）２０２３年 相模原ブロック県総体に向けて 

   ・会場について 横山公園テニスコート 

           予備日 １・２・３日 

   ・日程について 

（２）関東大会サポート Tシャツについて 

   専門部としては前部長の時に１３％目標を決定したので、もうひと頑張りですかね・・・。 

   昨年度より９月時点の販売数が低下しているような・・・。 

今後もよろしくお願いいたします。 

（３）日本ソフトテニス連盟個人登録、還元金について 

（４）都道府県対抗について 

（５）２０２３年度年間事業計画について 

   来年度各種大会等のコート確保をお願いします。 

   県春季研修：５月～６月 湘南ブロック 

   選手権大会：１１月 

   指導者講習会：１１月 相模原ブロック 

   シングルス大会：１２月～２月 

   県１年研修：１月 

   関東近都県１年研修：２月 

   県普及研修：３月 

   その他：新規研修大会 

（６）２０２３年度県専門部会会議日について 

    

 



令和４年度 神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会 大会要項 

１ 主  催 神奈川県中学校体育連盟・神奈川県ソフトテニス連盟 

２ 主  管 神奈川県中学校体育連盟ソフトテニス専門部 

３ 後  援 神奈川県教育委員会  横浜市教育委員会 平塚市教育委員会 

４ 日  時 令和４年１１月 ３日（木）女子個人戦  ８時３０分受付開始 ９時開会 

               ５日（土）男子個人戦  ８時３０分受付開始 ９時開会 

               ６日（日）女子団体戦  ８時３０分受付開始 ９時開会 

              １２日（土）予備・続行日 ８時３０分受付開始 ９時開会 

              １３日（日）男子団体戦  ８時３０分受付開始 ９時開会 

              １９日（土）予備・続行日 ８時３０分受付開始 ９時開会 

              ２０日（日）予備     ８時３０分受付開始 ９時開会 

              ２３日（水）予備     ８時３０分受付開始 ９時開会 

５ 会  場  ３日：女子個人戦 ５日：男子個人戦 

横浜市三ツ沢公園テニスコート（１４面） 

 〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢 3-1  ℡045-548-5147 

６日：女子団体戦  秦野市カルチャーパークテニスコート（１０面） 

〒257-0015 秦野市平沢 148        ℡0463-82-1324 

 １２日：予備・続行日 相模原市横山公園テニスコート（１２面） 

 〒252-0242 相模原市中央区横山 5-11-50 ℡042-758-0886  

１３日：男子団体戦  川崎市富士見公園テニスコート（１０面） 

〒210-0011 川崎市川崎区富士見 1-1-6   ℡044-222-5494 

 １９日：予備・続行日 県立スポーツセンターテニスコート（８面） 

           〒251-0871 藤沢市善行 7-1-2      ℡ 0466-81-2570 

２０日：予備日    平塚市立江陽中学校（８面） 

〒254-0041 平塚市浅間町 8-1       ℡0463-21-0414 

       ２３日：予備日    平塚市営軟式庭球場（１０面）   

           〒254-0013 平塚市田村 6762       ℡0463-55-9997 

       ※会場には天候等の問い合わせの電話をしないでください。 

６ 参加資格 ・神奈川県中学校体育連盟、および神奈川県ソフトテニス連盟に加盟の中学校に 

在籍している１・２年生で、学校長が参加を認めた者。 

 ・各ブロック予選を経て資格を得た者。 

 ・ブロック別参加数 個人ペア数（団体校数） 計１４８ペア（３２団体） 

 県西１６（３）  中 １６（３） 相模原１６（３） 県央１６（３） 

 湘南１６（４） 横須賀１６（３）  横浜３２（９） 川崎２０（４） 

・選手受付は、当該校の校長・教員・部活動指導員とする。 

・大会要項に違反する者、および引率のない生徒は出場できない。 

７ 引率者・監督・地域指導者（コーチ） 

 (1) 参加生徒の引率並びに監督は、当該校の校長・教員・部活動指導員に限るものとする。 

      部活動指導員が引率・監督を務める場合は、所定の「部活動指導員確認書（校長承認 

      書）」に必要事項を記入し、県中体連事務局に提出する。なお、部活動指導員は他校 

      の引率者並びに依頼監督にはなれない。 

      ※部活動指導員とは、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者をいう。 

         ※引率者の特例 

神奈川県中体連主催大会及び共催大会で、県内で開催する大会を対象とし、大

会への参加にあたって、校長・教員・部活動指導員が引率できず、校長がやむを

えないと判断した場合に限り、運動部活動における地域〔外部〕指導者の引率

についての規定及び神奈川県中学校体育連盟監督・引率に関する規定により、

校長が引率者として承認した地域〔外部〕指導者の引率を認める。 

 (2) 地域指導者（コーチ）は、校長が認めた者とし、任務は別に定める。 

８ 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」、および神奈川県中学校

体育連盟ソフトテニス専門部規定による｡連盟公認球（白）使用｡ 

 



９ 競技方法 団体戦および個人戦 

    (1) 個人戦  ①７ゲームマッチのトーナメント方式。 

          ②選手一人の変更は「トーナメント表」に載っていない選手に限り認める 

           受付時に申し出ること。 

    (2) 団体戦 ①トーナメント方式による３ペア対抗の点取り方法（７回ゲーム）。 

          ②チーム編成 ・監督１名・選手３ペアとし、選手登録は８名以内。 

                 ・コーチ１名の追加は認められる。 

          ③オーダー提出 ・受付後に、初回戦のオーダーを含む選手登録を行う。 

           次回戦からは、対戦相手が決定し次第すみやかに提出する。 

10 申し込み 参加校顧問は、所定の用紙に学校長の承認を得てブロック長に申し込む。 

各ブロック長は、１０月２８日までに広報委員会に申し込む。 

  ・参加費       個人戦１ペア１,０００円  団体戦１校 ３,０００円 

11 表彰等 ・男女団体戦、個人戦ともに第３位までを表彰する。 

  ・個人戦の上位４ペアは、次年度の国体予選会への出場資格を与える。 

        （ただし、国体本戦に出場できるのは、次年度中学３年生のみ） 

12 留意事項 ・午前６時の時点で神奈川県東部・西部どちらかにでも警報「大雨（大雪）・洪水・ 

         暴風」が発令されている場合には延期もしくは中止する。また、前日２０時までに 

         中止が決定する場合のみ、県ＨＰ掲示板に書き込みを行う。 

        （https://www.kikuya-rental.com/bbs/?owner_name=kanagawasofttennis）  

         それ以外は会場に集合すること。 

 ・参加生徒ならびに監督やコーチは、県中体連ソフトテニス専門部の「出場規定」「競 

         技上の注意」「会場使用上の注意」を厳守すること。 

 ・失格となるような事案が発生した場合、競技委員長がその判断をくだす。 

 ・本大会における参加者の傷害等は「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」の 

         適用となる。 

13 観戦（保護者や応援生徒）について 

（１） 競技場への入場は、大会登録選手、付添（応援）生徒（各校２名まで）、顧問・監督・コーチ・ 

引率教員、大会役員及び競技役員のみとする。 

（２） 感染症防止対策として、参加生徒１人につきご家族の入場・観戦は２名までとする。参加す 

る保護者には別紙「観戦する保護者の健康状況チックシート及び観戦確認書」を配布・説明 

する。保護者は大会当日に持参し、顧問に提出する。顧問は集約したのち本部に一覧表とと 

もに提出すること。観戦確認書の提出があった保護者には本部より「観戦許可証」を配布す 

る。観戦する保護者は観戦許可証を見えるところに身に付けること。 

ただし、２０日の予備日については保護者の観戦はなしとする。 

14 特記事項  

（１） 参加については、「県中体連ソフトテニス専門部新型コロナウィルス感染症防止ガイドライ 

ン」を事前に配付し周知徹底をはかる。参加校顧問及び生徒は、「県中体連ソフトテニス専 

門部新型コロナウィルス感染症防止ガイドライン」を遵守し、事前準備を十分に行ったうえ 

で参加すること。 

（２） 「県中学校体育連盟主催各種大会実施に係る新型コロナウィルス感染症防止ガイドライン」 

及び「日本ソフトテニス連盟ガイドライン」を遵守するなど、新型コロナウィルス感染症 

対策に万全を期して、大会を実施する。 

（３） 今後の県内の感染状況を踏まえ、中止又は延期する場合がある。 

（４） 生徒と顧問は大会２週間前からの健康状況を把握し、生徒は「生徒の健康状況チェックシー 

ト及び参加確認書」を顧問に提出し、顧問は「参加状況報告書」を大会当日持参し、本部に 

提出すること。 

 



ブロック 地区 Ｒ３部員数 10% 13% 9月9日
達成率

(10%)

小田原・足柄下 521 52 68 40 77

足柄上南 344 34 45 38 110

平塚 536 54 70 30 56

中 140 14 18 59 421

秦野 186 19 24 57 306

伊勢原 240 24 31 90 375

海老名 413 41 54 47 114

大和 296 30 38 130 439

座間 162 16 21 15 93

厚木愛甲 411 41 53 88 214

綾瀬 170 17 22 49 288

相模原 相模原 1817 182 236 121 67

茅ケ崎 658 66 86 213 324

鎌倉 422 42 55 123 291

藤沢 963 96 125 88 91

横須賀 1034 103 134 168 162

逗子 149 15 19 29 195

三浦 105 11 14 16 152

横浜 横浜 4164 416 541 375 90

川崎 川崎 2368 237 308 92 39

1868 102.6

関東大会サポートＴシャツ　Ｒ4年度目標枚数

県西

中

県央

湘南

横須賀

令和５年度も引き続き、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



２０２２年９月専門部会資料 

  連盟より 

 

１．個人登録 

  ・新システムログインを１０月末までに完了願います。 

  ・旧システムで登録完了している学校も新システムでログインするようにお願いいたします。 

  ・前年度実績の還元金（１人９０円×登録人数）を本日配付します。ご活用ください。 

 

２．Ｕ‐１４ 

  ・Step３において、三木選手（綾瀬）、石井選手（本町）が Step４（11 月 25 日～28 日）に参加する  

選手に選ばれました。 

  ・１１月に Step２を行います。各ブロック男女各６人ずつ候補選手を選考してください。 

 

  ○今年度 Step２から参加する選手 

   県西 なし 

   中  男子 中山椋太・青井拓翔・神藏颯季・石井翔太（大磯）、吉田蒼太郎（秦野西）、 

         切田直也（秦野南） 

      女子 好田凪・杉山優菜（大住）、片倉美晴・松本葵（浜岳） 

   県央 男子 曽田悠史（下福田） 

      女子 斉藤玲海（荻野）、高城希（座間）、長井莉桜（有馬） 

   湘南 男子 米山優馬（六会）、三橋優斗（北陽）、佐藤泰寿（長後） 

      女子 鈴木綾華（六会）、中村夏希・市川結菜（湘南台）、後藤由季奈（腰越） 

   相模原 なし 

   横須賀 女子 枝川多映（神明） 

   横浜 男子 丸尾輝真・下村仁（豊田） 

      女子 山川璃乃（潮田）、赤木祐文（岩崎）、山口美夕（南戸塚） 

   川崎 女子 工藤侑未（御幸） 

    以上の選手につきましては、連盟から当該校へ直接案内を送付いたします。各ブロックの選考には

入れないようにお願いいたします。 

 

  ・各ブロックのＳｔｅｐ１の選考日・会場・参加人数 

川崎 横浜 湘南 横須賀 県央 相模原 中 県西 

10 月 29 日 10 月 22 日 10 月 29 日 10 月 16 日 10 月 23 日   月   日   月   日   月   日 

   坂本中 海老名運動公園    

５６人 ９６人 人 ６０人 ４０人 人 人 人 

約 10 名 約 10 名 約 18 名 約 10 名 約 10 名 約 10 名 約 10 名 約 10 名 

 

３．ジュニア審判について 

  ・新システムの個人登録番号（JSTAは無し、数字のみ）で名簿を作成してください。 

  ・名簿と申請費が一致するようにしてください。 

  ※ジュニアで活動していた部員がジュニア審判を持っているかどうかを新システム上で確認でき  

ません。つきましては、所属していたジュニアの代表者に聞くようにご指示願います。 



４．３月までの連盟事業について ※下記の大会についての昼食費は連盟から出させていただきます。 

  ○選手権大会 

   ・参加費はブロック大会で集めてください。 

   ・領収書は総務委員会の時にブロック長に配布しました。賞状は本日配付します。 

賞状の大サイズは学校用です。小サイズは選手一人１枚ずつ渡す用です。 

    団体も個人もベスト４までです。ただし、横浜のみ団体は９校分用意します。 

 ○都道府県対抗選考会 

   ・選考は強化委員会と田中連盟理事と協力して行います。 

  ○シングルス研修会 

   ・総務委員会のみなさま、よろしくお願いいたします。 

  ○県１年研修会 

   ・総務委員会のみなさま、よろしくお願いいたします。 

  ○関東近都県１年研修会 

   ・総務委員会のみなさま、よろしくお願いいたします。 

  ○関東都県対抗インドア 

   ・部長、強化委員、会場担当の方と協力して行います。 

○県普及研修会 

   ・普及委員会のみなさま、よろしくお願いいたします。 

 

５．その他 
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