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【中学校】
第５９回 東京私立中学校選手権大会
中
第５５回 東京私立中学校団体選手権大会
中止
第３６回 東京私立中学校新人選手権大会
中止
東京私立中学校新人団体選手権大会（東京私立中学校新人選手権大会代替大会）
実施日：予選１１月８日（日） 集結１１月１５日（日）の予定 予備日：１１月２２日(日)
申込期間：１０月５日（月）～１０月９日（金）※ネット締切正午・郵便物当日消印有効
参加費：７０００円/１校（A チームのみです）
※ 新人団体選手権大会は３年生の参加はできません。

【高校】
第６２回 東京私立高等学校選手権大会
実施日：予選８月１３日（木）
・14 日（金）集結８月１５日（土）の予定 予備日１６日(日)
（密を避けるため、今回は予選を２日間（午前午後）に分けて行うことを考えています。そのため、
当初の予定より１日多くとることを考えています。参加人数が極端に少ない場合は予定通り
８月１３日（木）予選、１４日（金）決勝の２日となることもご了承ください（会場使用料の関係）
。
申し込み後、日程を確定し、ＨＰに掲載しますのでこまめにご確認ください）
申込期間：７月１３日（月）～７月１７日（金）※ネット締切正午・郵便物当日消印有効
参加費：２０００円/１ペア
（今回は特別に、通常の大会よりもコート使用料、感染予防対策費用などが余計にかかるため
ご了承ください）
第６２回 東京私立高等学校学校対抗戦
中止
第４８回 東京私立高等学校新人選手権大会 （予定）
実施日：予選１１月８日（日） 、１１月１５日（日） 、集結１１月２２日(日)
申込期間：１０月５日（月）～１０月８日（金）※ネット締切正午・郵便物当日消印有効
参加費：２０００円/１ペア
※ 新人選手権大会は３年生の参加はできません。

《大会申込みの手順》・・・インターネット申込とその後の書類の郵送が必要です。
（１） 大会の申込は、本ホームページの大会申込からのみです。
ホームページに記載された指示に従い、必ず顧問の先生が直接申込をしてください。
申込後は、ホームページ上の受付完了を確認するページにアクセスし、必ず申込された数をご
確認ください。
（２） アクセス用のユーザーＩＤは昨年と同じです。パスワードについては末尾４桁を２０２０に
変更しなおされてご入力をお願いします。
（３） インターネットでの申込と同時に(１)で出来上がった申込用紙に『学校長印、顧問印』を必ず
捺印し、銀行にての振込領収書のコピーを同封し、下記郵送先までご郵送ください。
なお、銀行にての振込領収書の原簿は学校会計にお提出ください。

郵送先：150-0011 東京都渋谷区東 1-1-11 実践女子学園中学高等学校内 佐川 大 宛

《大会プログラムのアップについて》
プログラムは、大会実施の週の２日前までにはホームページ上で公開いたします。各加盟校は必要に応
じて印刷してください。本ホームページのＰＤＦをご利用ください。

《大会申込にあたっての諸注意》
1. 大会申込みはインターネットでの申込とその後の必要書類の郵送の両方を完了してください。
2. 大会申込み後に参加を取りやめた場合の参加費の返金には応じられません。
3. 参加費は銀行口座へのお振込です。
4. ご不明な点などの事務局へのお問い合わせは顧問の先生のみです。
私学大会ソフトテニス事務局：電話番号０９０－５４１７－７８２２
（勤務校への問い合わせは禁止です）
5. 申込後の大会の日時・場所等はホームページ上でご確認ください。突然の変更もありますので、大会
前日は必ずホームページをご覧ください。ご覧になられてないために生じた不利益やそれに伴う
参加校・参加選手への責任は負えません。
６．参加資格は「新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に学校・顧問・
保護者・選手本人が同意し、感染予防を励行できる選手であることをご確認ください。

《大会実施にあたっての諸注意》
※中体連・高体連ソフトテニス部主催の大会の日程が続いた場合など，大会運営に伴って実施日の変更
が発生することがあります。必ず，大会実施予定日前日には，ホームページにて実施の有無を確認して
ください。
以下大会諸注意は２０２０夏の大会以降においては以下の諸注意から多々変更があります。。
ガイドラインをよくお読みいただいて、申し込みを行っていただき、申し込み後はＨＰをこまめにチェックして
ください。なお、ガイドラインを守れない場合においては参加をお断りさせていただくこともあります。
その際には参加費はお返しできません。

大会諸注意
☆受付・集合
受付終了

８：５０（会場への集合は、中学は８：００ 以降、高校は７：３０以降としてください）

ミーティング ８：５０ ～ ９：００ （選手・監督は参加してください）
試合開始

９：００
※各大会（予選）は特別の指示がなければ９時に開始されます。更衣は受付までに
完了しておくこと。
（８時５０分までに受付をしなかった選手は棄権とします。）
開会式ではその会場での注意を行いますので参加しないものは出場を認めません。
※大妻中野会場は永福町です。また，富士見会場は中村橋です。私学事業団は新小岩です。
中学の場所も，東京都高体連女子ソフトテニスのホームページでご確認ください。
その他の会場もご利用ください。

中高別補足：
中学

試合開始 10 分前までに選手は着替えをして下さい。顧問(監督)の先生は，引率選手の到着を
本部に報告して下さい。また，選手自身がペアで本部に行き到着の確認してもかまいません。

高校

試合開始 10 分前までに選手は着替えをして，ペアで本部に行き到着の確認をする。

☆審判
敗者審判です。そのため，審判のできない選手の参加は認められません。審判の代理などの参加も認め
ません。また，初戦は本部から審判の依頼をしますので，その際はご協力ください。

☆監督・コーチ
監督は所定のベンチに座ってください。2 名座ることやベンチ外からの指示等は禁止です。テニスシュ
ーズ(革靴不可)での参加をお願いします。

☆応援
基本的には声をそろえての応援はできません。近隣の方々へ配慮した応援をお願いします。

☆服装規定
中学生・高校生として、スポーツマン・テニスプレーヤーとしての品性を失わないよう、次のことを守
ってください。
（1）ユニフォーム、シューズは、日本ソフトテニス連盟公認メーカーのものとする。
（2）背中に必ずゼッケンをつけること。
（縦 18cm･横 25 cm の大きさ）バックプリントは認めない。 文字は
ゴシック体で、単色・横書きで、日本文字とする。
（上段に都県名、下段に学校名） 校名は６文字以内と
して下さい。
（3）セーター・ベスト・トレーナーは認めるが背中に必ずゼッケンをつけること。
（そのときでも、ウェアーは
下に着用する）
（4）上衣のすそはハーフパンツ等の下に入れる。
（5）化粧・装飾品・ピアスなどはしないこと。

☆選手変更規定
この規定は選手変更の際生ずる種々の問題点を解消するために設けたものであって大会参加者は違反
することのないようにつとめること。この規定に違反した場合（大会終了後に判明した場合を含む）、
学校単位で出場停止処分とします。
（個人戦の選手変更）
第１項 選手変更は特別の事情（病気、ケガなど）のないかぎり行わないことを原則とする。
第２項 エントリーした選手は第３項の場合を除いてプログラムの組・番号の違うところへ出場してはならない。
第３項 Ａ・Ｂペア、Ｃ・Ｄペアが申し込んであってＢ、Ｃがそれぞれ出場できない場合Ａ・Ｄペアをつくる
ことは許される。
（補足１） Ｂ、ＤまたはＡ、Ｃが出場できない場合Ａ・ＣペアまたはＢ・Ｄペアをつくることができ
る。 （補足２）Ａ・Ｂペア、Ｃ・Ｄペア等が申し込んであってＡが出場できないときに、Ｃ・Ｂ組、
Ｅ・Ｄ組としての出場は認めない。
第４項 エントリーした選手が特別の事情により出場できない場合申し込んでいない選手が代理出場すること
は認める。 ただし第５項、第６項にふれる場合は認めない。
第５項 第４項の規定により代理出場する選手は過去の私学大会の決勝大会に１回でも進出したことがない
ものに限る。
第６項 32 本以上のシード選手で両選手共に棄権のときは代理出場は認めない。
選手変更をする際には、本綴りの選手変更届に所定のことを記入し、顧問の印を押して受付のときに
提出してください。

（団体戦の選手変更）
第７項 団体戦は第１試合のオーダー提出（受付時）の際は、中学８名・高校１０名を登録し、以降この登録選
手により試合をする。選手変更届は必要としない。

☆その他
缶・ビン・パック類の持ち込みは禁止です。ペットボトルはその容器を自宅まで持ち帰るという条件
で認めています。OB・OG や付添いも含めて、違反が見つかった場合は、学校単位で失格になります。
また次年度以降、持込が一切禁止となりますので各自注意して下さい。 会場によって扱い方が違う
場合がありますので、会場での注意をよく聞き担当者の指示に従うようにして下さい。お車での会場へ
の乗り入れはできません。その他，各会場の厳守事項はお守りください。
また，選手各自が更衣室、会場の整備美化に協力して下さい。
雨天の時も、地域によっては試合可能のところもあるので集合し、指示を受けることが望ましい。
１試合でも試合をしたときには受け付けをしていないチームは棄権となります。電話等の問い合わせ
は、一切しないこと。

《大会役員》
顧 問

松谷 茂

（文化学園大学附属杉並中学高校）

委員長

木下 道夫 （東京立正中学高校）

事務局

佐川 大

補佐

上石 順一 （杉並学院高校）

高校役員

濱田 光司 （武蔵野大学附属千代田高等学院） 専門委員、競技

（実践女子学園中学高校）

柳沢 昌彦 （青稜中学高校） 運営委員、審判、シード
根津 鉄也 （東京家政大学附属中学高校） 運営委員、シード
川西 正記 （国本女子中学高校） 専門委員、審判
椎名 智之 （文京学院大女子中学高校） 専門委員、総務
鈴木 浩之 （豊島学院高校） 運営委員、競技
中嶋 繁

（大妻中野中学高校） 専門委員、競技

丹治 賢

（日本体育大学桜華高等学校） 専門委員、審判

武元 望美 （文化学園大学杉並中学高校） 専門委員、競技
千野 秀章 （豊南高等学校） 専門委員、審判
石原 重之
中学役員

(麹町学園女子中学高校) 運営委員、審判

石井 孝文 （東京女子学園中学高校） 専門委員、総務
木内 奈緒子（大妻中野中学高校） 専門委員、審判
加藤 政雄 （三輪田学園中学高校） 専門委員、審判
山﨑 純一 （実践女子学園中学高校） 専門委員、審判、シード

