
令和３年度 第７４回関東中学生テニス選手権大会 

兼 第 1回関東中学校体育大会テニス大会要項（東京都選手版） 
 

１．目  的  関東中学生テニス選手権大会 兼 関東中学校体育大会は、中学校教育の一環として生徒に広
くスポーツ実践の機会を与え、体力・技能の向上と、スポーツ精神の高揚を図り、心身とも
に健康な生徒を育成する。また、スポーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り、生涯スポ
ーツの基礎つくりに寄与する。 

 

２．主  催  関東中学校テニス連盟  

 

３．主  管  関東中学校テニス連盟 埼玉県中学校体育連盟 

 

４．後  援  関東中学校体育連盟 関東テニス協会 埼玉県教育委員会 埼玉県テニス協会 

 

５．協  賛  株式会社ダンロップスポーツマーケティング  ヨネックス株式会社 

 

６．期  日 （１）開会式 令和 ３年 ８月 ６日（金） 

       （２）団体戦 令和 ３年 ８月 ６日（金） 

                    ８月 ７日（土） 

       （３）個人戦 令和 ３年 ８月 ７日（土） 

                    ８月 ８日（日） 

       （４）閉会式 令和 ３年 ８月 ８日（日） 

          予備日       ８月 ９日（月） 

７．会  場   埼玉県狭山市 智光山公園テニスコート 

        〒350-135  狭山市柏原５６１ ℡  ０４－２９５５－７８９８(管理事務所) 

 

８．種  目  男女団体戦・個人戦（単・複） 

 

９．参加資格 （１）都県中学校体育連盟もしくは都県中学校テニス連盟加盟の学校に在学し、当該競技要項
により、関東中学生テニス選手権大会 兼 関東中学校体育大会の参加資格を得た者とす
る。参加する生徒は、年齢・修業年限が一致していること。ただし、令和３年６月３０
日までに、都県中学校体育連盟を通じて（公財）日本中学校体育連盟に申し出、承認を
得た生徒についてはこの限りではない。 

       （２）同一年度の夏季大会参加については、全競技を通じて一人１競技のみとする。 

（３）地区予選参加後に転校した場合、転出先での同一競技の出場は認めない。ただし、本大
会の出場権を得た個人種目についてはその限りではない。 

（４）参加資格の特例 

          ①学校教育法第１３４条の各種学校（１条項以外）に在籍し、各都県中学校体育連盟の
予選会に参加し、関東中学校体育大会への参加資格を得た者。 

          ②参加を希望する学校は以下の条件を具備すること。 

（ア）関東大会の参加を認める条件 

a 関東中学校テニス連盟と関東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。 

b 参加を希望する学校にあっては、学齢・修業年限が一致していること。また、連
携校との生徒による混成は認めない。 

c 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある教員・
部活動指導員のもとに適切に行われており、運営が適切であること。 

（イ）関東大会に参加した場合に守るべき条件 

a 関東中学校テニス連盟と関東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。 

b 大会参加にあっては、校長・教員・部活動指導員が引率するとともに、万一事故
の発生に備え、傷害保険に加入するなど万全の事故対策を立てておくこと。 

c 大会に参加する経費は、当該校が負担すること。 

（５）団体戦は同一校の選手をもって構成し、監督１名、選手１０名とする。 

   団体戦と個人戦は両方出場することはできる。 

   個人戦ダブルスは同一校の選手をもって構成する。 

   個人戦はシングルスとダブルスに同じ選手が兼ねて出場することはできない。 



 

１０．大会参加料 登録選手は、１人２，０００円とする。 

        団体戦、個人戦ともに出場の場合も１人２，０００円のみとする。 

 

11．監督・引率（１）団体戦参加選手の監督・引率は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。 

           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）」様式６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。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。 

※「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。 

       （２）監督・引率者の特例 

          個人戦への生徒参加について、日常指導している校長・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「関東中学校体育大会監督・引率細則」

により、校長が引率者として承認した保護者及び外部指導者の引率を認める。ただしそ

の場合は、当該の校長は当該中学校体育連盟と協議し、様式２，３，４，５をもって監

督依頼をしなければならない。 

※引率者としての外部指導者は、「外部指導者の規程」による。 

※今年度については  部分は必要ありません。 

（３）関東中学校体育連盟が主催または後援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関する指導処置を受けていないこととする。 

12．参加数 

 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 茨城 山梨 栃木 合計 

男子団体 ６ ３ １ ２ １ １ １ １ １６ 

女子団体 ６ ３ １ ２ １ １ １ １ １６ 

男子シングルス ９ ６ ６ ６ １ １ １ ２ ３２ 

女子シングルス １１ ６ ４ ６ １ ２ １ １ ３２ 

男子ダブルス １３ ４ ６ ５ １ １ １ １ ３２ 

女子ダブルス １１ ６ ５ ５ １ ２ １ １ ３２ 

 

13．競技方法 （１）現行の（公財）日本テニス協会「ルールブック」と大会要項、大会出場規定による。 

（２）競技方法 

 ①団体戦 トーナメント方式 

各対戦においてダブルス 2、シングルス 3の計 5試合を行う。ダブルスとシング

ルスの両方に同じ選手は出場できない。勝ち試合の多いチームの勝利とし、勝敗

決定後は打ち切ることがある。 

 ②個人戦 トーナメント方式 

      同じ選手がダブルスとシングルスの両方に兼ねて出場することはできない。 

      ダブルスは同じ学校の選手のペアであること。 

 ③ゲーム数 １セットマッチ ６－６ ７Ｐタイブレーク 

 ④使用球 ＪＴＡ公認球（ダンロップ FORT）  

 

14．表  彰 （１）団体戦優勝校、個人戦優勝者には優勝杯（持ち回り）を授与する。 

（２）団体戦優勝校、準優勝校、第３位には楯と賞状、メダルを授与する。  

   個人戦優勝者、準優勝者、第３位にはトロフィー、賞状を授与する。 

 

15．申込方法 （１）各都県から配布される申込書を７月２９日必着で下記に送る。都県予選が終わるのが 

遅く、郵送で間に合わない場合は期日までに先にＦＡＸで送る。 

       （２）申込先  〒１８７－００３１ 東京都小平市小川東町１－１７－１ 

             小平市立小平第二中学校内 篠田 徹 気付 

             関東中学校テニス大会 大会事務局 

            ＴＥＬ ０４２－３４１－０２４４ ＦＡＸ ０４２－３４１－１９６２ 

            篠田携帯 ０９０－３２１０－７６１９ 

※下記、『東京都選手の申込について』を参照し申込をすること。 



16．注意事項 （１）応 援 団体戦 各ポイント間に瞬時に行う。時間的に長いものや歌は禁止する。 

                  チェンジエンドの際は音を出さない。 

                  大人の方の応援の言葉が中学生の応援を上回り、選手を傷つけないよ

うにする。そういった応援のすべての責任はそのチームが負う。 

              個人戦 ポイントが決まった瞬間の拍手のみとする。サーブを打つ前などに何

らかの意味を持たせると考えられる手をたたく行為は禁止する。 

          ただし、今年度はコロナ対策として特別ルールを採用する。（別紙参照） 

       （２）監督証 団体戦において、監督は配布された監督証をつける。団体戦でのベンチには監

督証をつけた監督または登録選手がコートごとに１人入ることができる。ベン

チに入るものは外部の誰からもアドバイスを受けてはならない。また、監督証

がない人は本部で試合結果等を見ることはできない。 

       （３）その他 本部にはオーダー用紙提出のキャプテン、試合結果の報告の主審以外は本部に

近づかない。 

              会場の開門前に許可なく会場に進入しない。 

              会場で応援旗等をフェンスや柵、壁にとめるなどして固定しない。ビデオカメ

ラ等も同様とし、他校の撮影は許可なく撮影しない。 

 

       いずれにおいても守れないときは関係チームにペナルティをかけることがあります。 

 

17．そ の 他 （１）ウェアは団体戦、個人戦ともにゲームウェアとする。 

男子はゲームシャツに短パン、ハーフパンツ 

女子はワンピース、またはゲームシャツにスコートあるいは短パン、ハーフパンツ 

テニスシューズを必ず着用する。 

試合中、式典中におけるプレーヤーの服装及び用具につける標示物については、下記の

範囲に限定する。 

 

服装用具のロゴ規程 

 男子 女子 

シャツ 

両方の袖それぞれに 39 cm2以内の製造業者

ロゴ 2つ 

両方の袖それぞれに 26 cm2以内の製造業者

ロゴ 1つ（文字可） 

文字のない製造業者ロゴは77.5 cm2以内で1つでも複数繰り返しでも袖または脇の縫い目

のどちらにつけてもよい 

前身頃または襟に 39 cm2以内の製造業者ロ

ゴ 2つ 

前身頃と襟に 1 つのときは、後ろ身頃に 26 

cm2以内の製造業者ロゴ 1つ可（文字可） 

前後の身頃と襟に 13 cm2以内の製造業者ロ

ゴ 2つまたは 26 cm2以内の製造業者ロゴ 1

つ（文字可） 

ショーツ 

スコート 

パンツ 

13 cm2以内の製造業者ロゴを前後どこでも 2つ 

または 26 cm2以内の製造業者ロゴを前 1つ

と後ろ 1つ（文字可） 
または 26 cm2以内の製造業者ロゴを 1つ 

コンプレッション 

ショーツ 

スリーブ 

13 cm2以内の製造業者ロゴ 2つ、または 26 

cm2以内 1つ 
13 cm2以内の製造業者ロゴ 1つ 

ワンピース  ウェストから上部はシャツ、下部はスコート 

ソックス 制限なし 
製造業者ロゴ 13 cm2 以内いくつでも（文字

可） 

ステンシルマーク 入れたものは使用できない 

帽子 

ヘッドバンド 
26 cm2以内の製造業者ロゴ 1つ 19.5 cm2以内の製造業者ロゴを前に 1つ 

リストバンド 26 cm2以内の製造業者ロゴ 1つ 19.5 cm2以内の製造業者ロゴを 1つ 

サングラス 
サングラスは不可、ただし色つきレンズはレンズ越しに目が見えると判断されたときのみ可 

身体的にレンズ越しに目が見えないものを着用しなければならない場合はレフェリーの許可が必要 

学校名 片袖に 19.5 cm2以内で 1つ表示可、他の場所は不可 

個人名 表示したものは着用不可（ガムテープ等でかくすことはできない） 



 

       （２）大会期間中における参加者の傷害等は、学校教育内活動であるので「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。ただし、個人種目において保護者が引率する

場合、保護者及び生徒は任意の傷害保険に加入する。また、外部指導員についても任意

の傷害保険に加入する。 

          参加者は保険証を持参することが望ましい。 

 

18．連 絡 先  〒１８７－００３１ 東京都小平市小川東町１－１７－１ 

                   小平市立小平第二中学校内 篠田 徹 気付 

                   関東中学校テニス大会 大会事務局 

                   ＴＥＬ ０４２－３４１－０２４４ 

ＦＡＸ ０４２－３４１－１９６２ 

                   篠田携帯 ０９０－３２１０－７６１９ 

                   大会連絡ブログ http://x106.peps.jp/kantotennis/ 

 

19、東京都選手の申込について 

（１）個人戦申込について 

※東京都中体連大会参加者は、単複両方の出場を認めているため、申込については下記のように申込を

します。申込期限が、該当選手により異なりますのでご注意ください。  

  ① 関東大会へは、単・複どちらか 1枚の提出とする。   

  ② 単複ともに出場推薦枠にはいる選手【該当選手は下記に示します】の申込〆切は、７月１０日(土) 

までに指定場所へ郵送〔必着〕とする。  

  ③ ②該当選手の提出については、７月１２日(月)までに提出状況を東京都中体連 HP上に掲示する  

  ④ 東京都中体連HPの推薦名簿に載せている選手で、②該当選手選手以外の申込は、７月１６日(金) 

までに指定場所へ郵送〔必着〕とする。 

⑤ 申込状況による推薦名簿は、7月１９日(月)までに、東京都中体連 HP上に掲示し、都中体連役の 

手により関東大会申込をおこなう。   

  ⑥ 関東大会推薦に向けて、順位戦が必要な場合は該当選手に大会本部から連絡をする。 

  

  【単複出場推薦枠にはいる選手】7月 10日(土)必着 

男子    

S１    D2     木村 一翔   小平二 

S２  D3 大舘 一輝  日大三 

S３  D1 金子 正人  立教池袋 

S４  D1 秋山 俊輔  立教池袋 

S５～６ D2 図師田 珀   小平二 

女子    

S1 D３ 朝倉 優奈  小平二 

S２    D１    岩佐 南美    小平二 

S７～８   D３  黄川田 莉子 小平二 

S９～１０ D５～８ 若山 璃音 八雲 

S11 D１ 小島 陽菜 小平二 

   

東京都大会(個人戦)申込書送付先   

〒206－0031  

東京都多摩市豊ヶ丘４－１－１－４０１ 

  鈴木 千徳 宛     連絡先０９０－３９０８－２１４９ 

 

 （２）団体戦申込について 

①各都県から配布される申込書を７月２９日必着で下記に送る。都県予選が終わるのが遅く、 

郵送で間に合わない場合は期日までに先にＦＡＸで送る。 

   ②申込先  〒１８７－００３１ 東京都小平市小川東町１－１７－１ 

             小平市立小平第二中学校内 篠田 徹 気付 

             関東中学校テニス大会 大会事務局 

            ＴＥＬ ０４２－３４１－０２４４ ＦＡＸ ０４２－３４１－１９６２ 

            篠田携帯 ０９０－３２１０－７６１９ 

http://x106.peps.jp/kantotennis/

