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第 37 回全国中学校ソフトテニス大会速報 ２

全中公式サイト http://www.ehimejpa.com/soft_tennis/
E-mail zenchu-softtennis@ehimejpa.com

男子出場校の紹介

北海道 千歳市富丘中学校 東北 鶴岡第一中学校
（山形）

関東 多古中学校
（千葉）

関東 芳賀中学校
（栃木）

ぼくたちは 2 年生主体の若いチー
ムです。元気と勇気を持って挑戦者
のつもりで頑張りたいです。最後
に、全国初出場の喜びと全道チャ
ンピオンの誇りを胸に堂々と戦いた
いと思います。

3 年生が 3 人、2 年生が 3 人、1 年
生が 2 人のチーム構成です。全国
大会は初出場です。「継続は力な
り」どんな時でも気持ちに流され
ず、やり続けることを大切にして練
習してきました。練習どおりのプレ
ーで、力を出し切り、自分たちの、
目標を達成したいと思います。よろ
しくお願いします。

僕たちの住む多古町の多古米は全
国コンテストでグランプリを獲るほど
美味しいお米です。春に植えた苗
が、いつの間にか緑鮮やかな稲に
なり、輝く太陽、真っ青な空に向か
ってまっすぐに成長しています。多く
の出会いがあり、精神的に大きく成
長することができました。感謝の気
持ちをもち、僕たちとプレーした関
東ブロックの仲間と共に 1 球 1 球を
大切に、そして、ひたむきに取り組
んでいきます。

芳賀中学校ソフトテニス部は２年ぶ
りの全国大会出場です。僕たちは、
１年生の時、全国大会で活躍する
先輩方の姿を見て、これまで全国
大会への出場を目標に練習してき
ました。この大会では、悔いの残す
ことのないよう一戦一戦集中し、笑
顔で戦いたいと思っています。芳賀
中快進撃！！

関東 戸塚西中学校
（埼玉）

北信越 鵜川中学校
（石川）

東海 多治見中学校
（岐阜）

東海 富士宮第四中学校
（静岡）

僕たち戸塚西中チームは 3 年生 3
人、2 年生 2 人、1 年生 3人の元気
なチームです。「先生への感謝、チ
ームへの思い、先輩の涙を全国団
体優勝へ」という目標を立て、1 年
間先生と共に頑張ってきました。元
気爆発して優勝をめざします。

本校は能登半島の北東部に位置
する能登町にあります。全校生徒６
３名，男子ソフトテニス部員は２１名
です。今年の４月にお隣の瑞穂中
学校と統合し，新生鵜川中学校が
スタートしました。ここ３年間，先輩
たちは全中ですばらしい成績を残し
ました。その先輩たちを目標に，ま
た，先輩たちが果たせなかった『全
国制覇』を目標に，日々の練習を頑
張ってきました。今大会ではその成
果を十分に発揮したいと思います。

多治見中学校は、昨年の地元岐阜
全中でベスト８に終わり、その雪辱
を期して、今回の松山全中に挑み
ます。今まで支えてくれた、家族、コ
ーチ、地元の連盟、先生方への感
謝の気持ちを、１球１球に込めて打
ち、チーム一丸となって優勝を取り
にいきます。どうか、応援をよろしく
お願いします。

僕たちは、全国大会を目標に、富
士山のふもとで練習に励んできまし
た。「苦しい時こそ声を出せ」をモッ
トーにチーム一丸となり、明るく元
気にプレーできるチームです。松山
でも一球一球に思いを込めて全国
制覇をめざし、力を出し切りたいと
思います。

近畿 片塩中学校
（奈良）

近畿 都南中学校
（奈良）

中国 大社中学校
（島根）

中国 松江市第四中学校
（島根）

大和高田市立片塩中学校は、県下
で最も生徒数の多い学校です。ソフ
トテニス以外にも水泳部が近畿大
会出場、陸上部が全国大会出場と
スポーツの盛んな学校です。男子ソ
フトテニス部は3年連続全国大会に
出場しています。優勝めざして頑張
ります。

昨年度全中男子団体優勝を果たし
た都南中学校です。先輩たちの大
きな置き土産のプレッシャーを感じ
ながら、1 年間成長してきたチーム
です。自分たちの手で先輩たちの
優勝旗を返しに来られたことを誇り
に思います。今年は新しい都南中
学校のパワーと勢いを全国の舞台
でぶつけようと思っています。

神話の国「出雲」のシンボルである
出雲大社のおひざもとに学校があ
ります。自主・敬愛の校訓のもと、
学習や部活動に励んでいます。50
名の部員で全国大会出場を目指し
てきました。中国大会優勝の勢いで
全国大会でも上位入賞を狙いたい
と思います。

しじみなど「宍道湖七珍」で知られ
る宍道湖の東端に位置する松江市
にある学校です。このチームは技
術は未熟ですが、元気とねばり強さ
でカバーしてここまできました。全力
を尽くし頂点を目指して力一杯向か
っていこうと思います。よろしくお願
いいたします。

四国 東中筋中学校
（高知）

九州 吾田中学校
（宮崎）

九州 大和中学校
（佐賀）

開催地 松山北中学校
（愛媛）

高知県の西部に位置する四万十市
より出場します。今大会は初出場で
すが、気後れすることなく、「明るく、
楽しく、元気よく」プレーすることを
心がけ、一生懸命頑張りたいと思
います。応援よろしくお願いします。

地区予選から古木・井上、田中・福
田の 2 ペアを核に団体戦を勝ち抜
いてきました。九州大会決勝におい
ては、3 番手野元・大迫ペアが相手
チームに勝つことができ、レギュラ
ー全員でこの栄冠を手に入れまし
た。全員が自分の役割を理解した
からこその全国の切符です。

僕たち大和中学校は山崎先生の御
指導のもと三年間練習を積み重ね
てきました。テニスの技術はもちろ
んのこと「挨拶・礼儀・感謝」の大切
さも教わりました。全国大会では一
戦一戦を大切にし、四つの階段を
登り目指すは「全国制覇」です。

僕たちは日々厳しい練習を積み重
ねてきました。その結果、開催地代
表として全国大会の切符を手にす
ることができました。全国大会で
は、愛媛県代表としての誇りをも
ち、精いっぱい頑張りたいと思いま
す。

おれんじ
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女子出場校の紹介

北海道 岩見沢市光陵中学校 東北 長命ヶ丘中学校
（宮城）

関東 志茂田中学校
（東京）

関東 篠崎中学校
（東京）

私たちは全国大会初出場です。こ
のメンバーは小学校の時から少年
団でテニスをやってきたので、チー
ムワークにはとても自信がありま
す。みんなテニスが大好きで毎日
夢中で練習してきました。一戦一戦
力を出し切り、悔いの残らないプレ
ーをしたいと思います。

私たち長命ヶ丘中は全国制覇を目
標に頑張っています。今回で3回目
となる全国大会では 3 年生 4 人、1
年生 2 人という人数ですが、「明るく
楽しく元気よく」をモットーに東北ブ
ロック代表としてみんなの思いを胸
に最後まで笑顔でプレーします。

全国大会。私たちはそれを目標とし
て、今日まで頑張ってきました。勝
ちたいという気持ちが強くなり、仲
間同士でぶつかり合うこともありま
した。でも、信じ合うことができたか
ら全国大会に来ることができたのだ
と思います。志茂田らしく、元気に
暴れ回ります。

私たち篠崎中学校ソフトテニス部は
全国大会出場をめざして 3 年間頑
張ってきました。厳しい練習も仲間
で気持ちを 1 つにして乗り越え、つ
いに全国大会出場の切符を手に入
れました。この最高の舞台で最高
のプレーができるように精一杯頑張
ります！

関東 小鮎中学校
（神奈川）

北信越 能都中学校
（石川）

東海 横須賀中学校
（愛知）

東海 矢渕中学校
（三重）

3 年連続の全国大会出場となりま
す。多くの方々に支えられ、「夢へ
の一球」を獲得することができまし
た。さらに続く熱い戦いを、心地よ
い緊張に変え、大好きなテニスを楽
しみ、関東代表という誇りを胸に全
力を尽くします。

『普段の生活をきちんとすること』を
第一に、学習態度・生活態度の全
てと、部活動に向かう姿勢がそのま
ま試合に出ると信じ、日頃の部活動
に取り組んできました。上級生ぶら
ない明るい3年生と素直な2年生の
協力で、1戦1戦しっかり戦いたいと
思います。

横須賀中は、名古屋市の南に隣接
する東海市の中学校です。今年度
は創立 60 周年を迎え、この区切り
の年に、念願の全国大会出場を勝
ち取ることができました。本校のス
ローガンである「天下の横中」に恥
じないように、また東海四県の代表
にふさわしい試合をしたいと思いま
す。

私たちの住む紀宝町は南北に長い
三重県の南端に位置し、豊かな自
然に恵まれています。歴史と伝統を
誇る学校は全校生徒 323 人。女子
ソフトテニス部には33人が入部して
います。私たちは、今までの練習の
成果を発揮して、みんなの声援に
応えられるよう力を合わせて一生懸
命頑張ります。

近畿 長尾中学校
（大阪）

近畿 朝日中学校
（兵庫）

中国 就実中学校
（岡山）

中国 平田中学校
（山口）

長尾中学校は大阪の堺市北区にあ
る生徒数570名の公立中です。ソフ
トテニス部は女子のみで、部員数
26 名。中学からテニスを始めた部
員がほとんどですが、みんな個性
的で明るくにぎやかなのが特徴で
す。日頃の練習の成果が出せるよ
うチーム一丸となって一生懸命に頑
張ります。

元気のある明るいチームです。多く
の人に支えられて目標にしてきた
全国大会の舞台に立つことができ
ました。今まで練習してきたことを出
し切り、支えてくださった方々への
感謝の気持ちを忘れず、粘り強くプ
レーします。

本校は昭和 22 年 4 月に就実学園
の中に設置された女子中学です。
すぐ隣には三大名園の一つである
後楽園があり、大変環境に恵まれ
た場所に位置しています。文武両
道を目標として教育の推進を図って
います。今大会では先輩たちに負
けないよう「心は一つ」をモットーに
一生懸命頑張ります。

3 年生 6 名、2 年生 2 名の明るく元
気でバランスの良いチームです。山
口県選手権大会や中国大会では、
苦しい局面をみんなで励まし合って
乗り越え、全国大会出場権を勝ち
取ることができました。「まずは一
勝！」を合い言葉に、平田中旋風を
巻き起こしたいと思います。

四国 阿南中学校
（徳島）

九州 三重中学校
（大分）

九州 佐賀関中学校
（大分）

開催地 日吉中学校
（愛媛）

阿南中学校女子ソフトテニス部は，
毎日毎日全中出場を目標に暑い日
の練習にも耐え頑張ってきました。
本番では，自分達の持っている力

を全て発揮し，先生方，選手，保護
者の方々，応援して下さる皆様と共
に一丸となってひとつでも上に進め
るように頑張りたいと思います。

３年生２名・２年生４名・１年生２名
の明るく元気のよいフレッシュなチーム
です。誰よりもソフトテニスが大好き
で，常に高い目標を持ち，それに向か
って毎日，一生懸命に練習していま
す。「不撓不屈の精神」をモットーに全
国大会でも頑張ります。

佐賀関は海と山に囲まれて、とても
自然豊かな所です。私たちのモット
ーは「最後まで攻め続ける」です。
どんな苦しい場面でも、逃げず、チ
ーム全員で向かっていこうと練習を
続けてきました。全国はどんなもの
か予想がつきませんが自分たちら
しいテニスをしたいと思います。

昨年、夢だった全国大会の切符を
手に入れ、長良川テニスセンターに
立ちました。その夢は一瞬の出来
事でした。『苦しい時こそ、笑顔』と
去年のキャプテンがいつも言ってい
ました。私たちはこの言葉を合言葉
に次の夢を追いかけていきます。

携帯用掲示板にて大会速報配信中！
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