
 ２０２１年２月吉日 

 

中学校 校長様 

中学校ソフトテニス部顧問様 

福島県西郷村ソフトテニス協会 

 会長 大槻三喜  

ダンロップカップ 

第１７回東日本中学校選抜ソフトテニス大会 

大会募集要項 
 

 本格シーズンを迎えて東日本各県上位校の参集をいただき、各学校の親睦を深め技術の向上を図るべく 

本大会を開催いたします。 

皆様のご支援により、本大会も１７回目を迎える事ができました。 

この大会が中学校部活動活性化と、全国を目指す学校生徒達にとって少しでもお役に立てれば幸いです。 

つきましては大会のご案内を申し上げますので、是非ご参加下頂きますようお願い申し上げます。 

 

１ ・主催   ：ダンロップカップ実行委員会 

２ ・共催   ：福島県ソフトテニス連盟（申請中）・西郷第一中学校ソフトテニス部父母の会 

３ ・主管    ：西郷村ソフトテニス協会・西郷ジュニアクラブ保護者会 

４ ・後援     ：福島県体育協会・福島県南ソフトテニス連盟 

 （申請中）  ：白河市・白河市教育委員会・白河市体育協会・西郷村・西郷村教育委員会・西郷村体育協会 

        栃木県ソフトテニス連盟・那須塩原ソフトテニス連盟 

那須塩原市教育委員会・那須塩原市体育協会 

５ ・特別協賛  (株)ダンロップスポーツマーケティング 

６ ・協賛   ：住友ゴム工業(株)・(株)伊藤園・ダイドードリンコ㈱ 

７ ・協力   ：住友ゴム工業（株）白河工場・ダンロップタイヤ東北（株）・（株）ルネサンス棚倉 

８ ・日時   ：２０２１年５月 ８日（土）受付 午前８時００～８時３０分 （練習時間は実施要項にて） 

                       監督会議資料をプログラムに入れます（競技８時４５～）  

         ２０２１年５月 ９日（日） 到着受付 午前７時４０～８時１０分 （８時２０分競技）  

９ ・会場   ：開会式会場 ＝ 総合開会式は行ないません。 → 到着受付 ＝ 各競技会場にて  

 ：予定競技会場＝  申し込み終了後決定（後日、参加校様に実施要項にてご案内します） 

男子・福島県予定（白坂の森１２面・ルネサンス棚倉１０面/９日は白坂の森会場 

女子・栃木県予定（くろいそ運動場２０面・那須野ヶ原１２面/９日は那須野ヶ原会場 

合計＝５４面使用（全砂入人工芝） 

10 ・種別   ：団体戦  男子・女子 （３ダブルス） 

11 ・試合方法 ：８日：５チームリーグ・９日：前日結果により組み合わせ、決勝トーナメント（両日７ゲーム） 

12 ・使用球  ：ダンロップ  

13 ・参加資格 ：実行委員会選抜の学校で、学校・保護者承諾の得られたチーム（１日だけの参加は不可） 

14 ・参加費用 ：１チーム５，０００円 当日受付時に徴収 

15 ・保険   ：参加各チームにて加入をお願い致します。 （実行委員会では加入しません） 

16 ・申込方法 ：①所定の申し込み用紙に必要事項記入の上、郵送にてお申し込み下さい。 

                ②申し込み先 〒108-0075 東京都港区港南1-6-41  

                              ㈱ダンロップスポーツマーケティング 

テニス営業部・ダンロップ杯実行委員会 藤本 宛 

         ③申し込み期限 ／ ２０２０年４月５（月）到着分 

         ④お手数ではありますが、不参加の場合も返信を早めにお願い致します。 

17 ・宿泊、弁当：参加申し込みの学校に別途、宿泊施設、お弁当のご紹介を致します。 

18 ・大会についてのお問い合わせ先 （大会事務局） 

               ：大槻＝ 090-9636-2223  三善＝090-4206-3420  藤本＝ 080-5701-1442 

※ 【くろいそ運動公園⇒２１年＝全国中学・２２年＝国体 会場】・【ルネサンス棚倉⇒日本連盟強化拠点】 

※  

※ 【受付・開始時間等は予定です ⇒ コート開放含め実施要項にて最終のご案内をいたします】 



男子

北海道 北海道 4 札幌八条 静内第三 江別中央 岩見沢光陵

青森 4 尾上 大平 田名部 中里

秋田 4 大曲 南外 八郎潟 桜

岩手 4 水沢南 中野 千厨 磐井

山形 4 山形第五 山形第四 余目 山辺

宮城 4 成田 若柳 中田 河北

福島 12

栃木 4 姿川 河内 小山 南河内

茨城 4 取手第一 大洋 大久保 潮来第一

埼玉 4 松山 久喜 鷲宮東 若宮

群馬 4 榛名 富士見 高松 安中第二

東京 4 清明学園 稲城第三 拝島 砧南

千葉 4 横芝 昭和学院 臼井 有秋

神奈川 4 大磯 伊勢原 浜須賀 寒川東

山梨 4 押原 増穂 石和 北東

新潟 4 千田 巻西 巻東 内野

長野 4 戸倉上山田 三陽 塩田 穂高東

富山 4 入善 福野 速星 庄川

石川 4 中能登 内灘 穴水 野々市

福井 4 武生第六 明道 棗 丸岡

東海 静岡 4 菊川西 大里 修善寺 富士見第二

女子 計 92

北海道 北海道 4 岩見沢光陵 静内第三 芽室 江別大麻

青森 4 東北 木ノ下 平賀西 大平

秋田 4 土崎 大館第一 神代 大曲

岩手 4 河南 胆沢 江釣子 土淵

山形 4 余目 長井北 鶴岡第三 金山

宮城 4 石巻 船岡 長命ヶ丘 向陽台

福島 12

栃木 4 芳賀 石橋 小山 黒磯

茨城 4 双葉台 水戸第三 霞ケ浦附属 玉造

埼玉 4 松山 広島 杉戸 坂戸

群馬 4 粕川 赤堀 嬬恋 境西

東京 4 稲城第三 清明学園 あきる野東 羽村第三

千葉 4 我孫子 昭和学院 井野 小中台

神奈川 4 神明 御幸 秦野南 座間

山梨 4 都留第二 押原 明見 浅川

新潟 4 巻東 村上東 千田 内野

長野 4 柳町 三陽 衣田窪南部 松川

富山 4 小杉 奥田 大谷 城端

石川 4 宝達 寺井 能登 錦城

福井 4 万葉 棗 美浜 三国

東海 静岡 4 磐田豊田 静岡南 湖東 浜岡

計 92

関東

北信越
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４月１７日女子、１８日男子　県予選会でベスト１２位まで出場
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