
３ ソフトテニス競技 
 

１ 期 日 (1) 公開練習 

(2) 開会式 

 

(3) 競技 

(4) 閉会式 

平成 30 年 6月 1日(金)～ 3日(日) 8時 00分～競技開始 

平成 30 年 6月 1日(金)10時 30分～ 個人戦 

平成 30 年 6月 2日(土)12時 30分～ 団体戦(予定) 

平成 30 年 6月 1日(金)～ 3日(日) 3日間 

平成 30 年 6月 3日(日) 競技終了後 

２ 会 場 鶴岡市小真木原テニスコート 12面 

３ 競技種目 (1) 個人戦(ダブルス) 男子・女子   (2) 団体戦 男子・女子 

４ 競技日程 期 日 開始時刻 内 容 

6月 1日(金) 開会式終了後 個人戦 男子・女子 

6月 2日(土) 
8時 30分～ 

団体開始式終了後 

個人戦 男子・女子 

団体戦 男子・女子 

6月 3日(日) 8時 30分～ 団体戦 男子・女子 

※団体戦は試合の進行状況により複数面展開で実施することもある。 

５ 競技規則 平成 30 年度(公財)日本ソフトテニス連盟｢ソフトテニスハンドブック｣に準じる。 

６ 競技方法 (1) 個人戦・団体戦ともトーナメント方式とする。 

(2) 団体戦は、3 ペアによる点取り対抗戦とする。エントリー8 名の中で、対戦ごとに

出場選手及び出場順序を変更しても良い。 

７ 引率・監督 (1) 引率責任者は、校長の認める当該校の職員とする。 

(2) 監督・ベンチ入り指導者は校長の認める指導者とし、それが外部指導者の場合

は、山形県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部の発行する外部指導者証を掲示

することとする。 

８ 参加資格 (1) 選手は、学校教育法第 1 条に規定する高等学校(中等教育学校後期課程を含む)に

在籍する生徒であること。但し、休学中、留学中の生徒は除く。 

(2) 選手は、山形県高等学校体育連盟に加盟している学校の生徒で、当該競技専門部

及び山形県ソフトテニス連盟に登録したものに限る。 

(3) (公財)日本ソフトテニス連盟支部加盟校の在学生徒であること。 

(4) 年齢は、平成 11(1999)年 4 月 2 日以降に生まれたものとする。但し、出場は同一

競技 3回までとし、同一学年での出場は 1回限りとする。 

(5) チーム・ペアの編成は、同一高校によって行うものとする。また、全日制課程･定

時制課程･通信制課程の生徒による混成は認めない。 

(6) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を

認める。 

(7) 転校後 6 ケ月未満のものは参加を認めない(外国人留学生もこれに準ずる)。但

し、一家転住などでやむを得ない場合は、所属地区高等学校体育連盟会長の許可

があればこの限りではない。 

(8) 出場する選手は在学する学校の校長の承認を必要とする。 

(9) 参加資格の特例上記(4)の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍

する生徒の出場は、同一競技 3回までとする。 

９ 参加制限 (1) 団体戦 

ア 男女ともフリーエントリーとする。 

イ 1チームの編成人数は、監督 1名、選手 6名以上 8名以内とする。 

ウ 参加チームは、高等学校を卒業した(中等教育学校後期課程を含む)(公財)日 

本ソフトテニス連盟公認 2級審判員の資格を有する審判員を随行すること。 

(2) 個人戦 

山形県春季ソフトテニス選手権大会少年の部(ダブルス)のベスト 16 まで勝ち上が

った男女計 32 ペアを地区予選免除とする。そのほかの出場数は男女合計 168 ペア

とする。各地区の予選通過数は表の通りとし、予選の方法は各地区に一任する。 



(3) 外国人留学生の参加について 

留学生の参加については、団体戦エントリー数(6～8名)の内 2名までとする。 

地区 村山 最北 置賜 田川 飽海 シード 合計 

男女個人 72 17 30 31 18 32以内 200以内 
 

10 参加申込 (1) 申込書類 

ア 出場校提出書類(学校毎一括申込みおよび各地区専門委員長に提出) 

  (ｱ) 参加申込書(エクセル形式) 

  (ｲ) 参加申込書(PDF形式) 

イ 各地区専門部委員長提出書類(山形県専門部委員長に提出) 

  (ｱ) 所属地区参加申込書まとめ(エクセル形式) 

  (ｲ) 所属地区参加申込書(PDF形式) 

(2) 申込方法 

ア 出場校代表者並びに各地区専門部委員長は、(1)で示した申込書類を次の(5) 

に示す｢山形県高体連兼村山地区高体連ソフトテニス専門部｣のサイトからダ 

ウンロードし作成する。 

  イ 出場校の代表者は、参加申込書(エクセル形式)に必要事項を入力し、(1)ア 

(1)の(ｱ)(ｲ)を各地区専門部委員長に送付する。また、(1)アの(ｲ)をプリント 

アウトし、校長印を捺印のうえ、大会当日受付に提出する。なお、作成の 

際、本年度山形県春季ソフトテニス選手権大会少年の部ダブルスでの成績が 

ベスト 16以上の者はストレートチームの欄にも記入すること。 

  ウ 各地区専門部委員長は、各出場校から提出された(1)アの(ｱ)のデータをまと 

めて(1)イの(ｱ)を作成し、(1)イの(ｲ)(=各校から提出された(1)アの(ｲ))とと 

もに、県専門部委員長にメール送信する。 

(3) 申込先 

各地区専門部委員長 E-mailアドレス 

山形県専門部委員長 E-mailアドレス skatot@pref-yamagata.ed.jp 

(4) 申込期限 

ア 平成 30 年 5月 15日(火)地区専門部委員長 必着 

イ 平成 30 年 5月 16日(水)県専門部委員長 必着 

(5) ｢山形県高体連兼村山地区高体連ソフトテニス専門部｣のサイト 

http://soft-tennis.sakura.ne.jp/ 

11 参加料 県高体連に申込時に学校毎一括納入する。 

12 表 彰 (1) 団体戦 

ア 男女の優勝校に、優勝杯を授与する。 

イ 男女とも 3位までの入賞チームに山形県高等学校体育連盟賞状を授与する。 

(2) 個人戦 

ア 男女の優勝ペアに、優勝杯を授与する。 

イ 男女とも 3位までの入賞ペアに山形県高等学校体育連盟賞状を授与する。 

13 宿 泊 (1) 山形県高等学校総合体育大会開催基準要項に従うものとする。 

(2) 随行審判員に宿泊が必要な場合は、コーチの欄にて申し込むこと。 

14 諸会議 会議名 日時 会場 

プログラム編成会議 
平成 30年 5月 18日(金) 

10:00～17:00 

山形県立山形北高等学校 

こまくさ会館 

県専門部常任委員会 
平成 30年 5月 18日(金) 

12:00～16:00 

山形県立山形北高等学校 

こまくさ会館 
 

15 組み合わせ 組合せ抽選は、平成 30年 5月 18日(金)に行われるプログラム編成会議において主催

者及び主管団体の責任において行う。 

16 その他 参加選手は、(公財)日本ソフトテニス連盟公認 2級審判員の資格を有すること。ただ

し、新入部員で、かつ今年度の審判講習会が未実施地区の選手はこの限りでない。 
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