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男子団体出場チームの紹介男子団体出場チームの紹介
●北海道 岩見沢市立光陵中学校 ●関東 下館市立南中学校 ●近畿 大宇陀町立大宇陀中学校 ●四国 綾歌町立綾歌中学校

全国大会に出場できてとてもうれ 茨城県総体では団体戦第３位、関 昨年は、病気入院により予選を棄 綾歌中学校ソフトテニス部は、

しく思っています。全道大会３連覇 東大会では団体第３位となり、念願 権したので、今年は出場できること 暑い日も寒い日も一球一球を大切

。の誇りをもって試合にのぞみます。 の黒磯への切符を手にすることがで への感謝の気持ちで、予選を一戦一 にして一生懸命練習してきました

北海道の代表として、感謝の気持ち きました。本大会でプレーすること 戦、大切にプレーしてきました。栃 四国の代表として全国大会ではト

と勇気をもって悔いの残らない試合 ができることを誇りに思いながら、 木でプレーできる喜びと、たくさん ロフィーを持って帰りたいと思い

をしようと決めています。精一杯が 全国ベスト４を目標に、ソフトテニ の方への感謝の気持ちを込めて、精 ます。一人一人が悔いの残らない

んばります よろしくお願いします スのすばらしさを体感したいと思い 一杯プレーします。 プレーをし、みんなで勝利を目指。 。

ます。 してがんばります。

●東北 八郎潟町立八郎潟中学校

僕たち八郎潟中学校の校訓は、文 ●北信越 能都町立鵜川中学校 ●九州 佐世保市立広田中学校

武両道なので勉強面も部活面も両立 鵜川中学校は、日本海に突き出た能 私たちは、この大会に出場する

できるよう努力してきました。その 登半島の中にある全校生徒56名の小 ことを目標に一人一人日々の練習

努力が実って東北では一つしかない さな中学校です。部員数19名で全中 に取り組み、全国大会出場の切符

全国大会出場の権利を手に入れるこ 出場を目標に猛暑の中練習に励んで を手に入れました。メンバーの大

とができました。全国大会では僕た きました。昨年度は準優勝でした。 ●近畿 大和高田市立片塩中学校 半が二年生ということで、全国大

ち八中魂でがんばります。 その成績に負けないよう全力で戦い 本校のある大和高田市は奈良県北 会でも一試合ごとに学び、楽しく

たいと思います。 西部をしめる奈良盆地の南西部に位 集中して、勢いに乗って勝ち進み

置する。全校生1067名の大規模校で たいと思います。

●東海 富士宮市立富士宮第二中学 部活動がたいへん活発である。40名

テニスコートだけで輝くのではなく の部員が毎日の厳しい練習に打ち込 ●九州 壱岐市立初山中学校、

人として、中学生として輝けること む。全国大会でも県代表として日頃 僕たちの初山中学校は、全校生

を目指して、日々努力を重ねてきま の練習の成果を発揮し全力で戦う決 と３０人で、長崎県の離島、壱岐

●関東 桶川市立加納中学校 した。昨年の旭川全中では、１回戦 意である。 にあります。部活動は男女ともに

僕たち加納中学校は、埼玉県大会 で涙をのんだので、今年こそは、日 ソフトテニス部だけです。ここま

・関東大会で優勝し、全国大会出場 本一になって表彰台に立ちたいと思 ●中国 東広島市立向陽中学校 でどんなに苦しいときも、団結力

を決めました。３ペアが同じくらい います。精一杯がんばります。 中国ブロックを運よく一位で通過 の強さで乗り越えてきました。夢

の力を持っており、お互いを信頼し して全国の切符を手にすることがで だった全中大会へ出場できること

合って 思いっきりの良いプレーで ●東海 富士宮市立富士宮第四中学 きました。いろいろ支援頂いた方々 を誇りに思い、全力で戦います。、 、

いい試合をしたいと思います。みん 僕達富士宮四中は青島先生と小野 に感謝すると共に三年間培ってきた

なで力を合わせて闘い、一戦一戦勝 田コーチの元、日々練習を積んでき 体力・技術・精神力のすべてを出し ●開催地 芳賀町立芳賀中学校

利を目指して頑張りたいです。 ました。僕達がここまで勝ち残れた きって悔いの残らない試合をしたい 僕たち芳賀中学校男子ソフトテ

のは、練習からねばり強くボールを と思います。 ニス部は、指導者や家族、先輩や

●関東 館林市立第一中学校 追ってきたからだと思います。 全 一緒にがんばってきた仲間、立派

一人一人の個性が強く、波に乗る 国大会でもこの僕達の良さである ね ●中国 出雲市立第一中学校 なコートへの感謝の気持ちを忘れ「

と怖いものナシのチームです。県外 ばり強さ」を武器に、優勝をつかみ 全中初出場の島根県の出雲一中で ず、心を一つにしながら日々の練

遠征にも数多く参加し、いろいろな 取りたいと思います。 す。もと広島カープの大野投手の母 習に取り組んできました。今回50

チームと対戦してきました。関東大 校としてあまり知られていませんが 年に一度の地元栃木代表として、、

会の決勝戦では惜しくも負けてしま 吹奏楽や合唱、柔道部はそれぞれ全 今まで応援してくれた方々への恩

い悔しい想いをしました。全国大会 国大会の常連校です。テニス部は、 返しのためにも、出場できなかっ

では、一戦一戦、一球一球、今まで 技術や体力的にまだまだですが、日 た人たちのためにも、悔いが残ら

の練習や試合と同じ気持ちでプレー 本一のあいさつと礼儀と声で、団体 ぬよう全力でプレーし、全国制覇

して、全国制覇を目指します。 全国制覇をねらいます。 をねらいます。



女子団体出場チームの紹介女子団体出場チームの紹介

●北海道 北広島市立東部中学校 ●関東 十王町立十王中学校 ●近畿 橋本市立学文路中学校 ●四国 豊中町立豊中中学校

札幌市の東にある北広島市に東部 十王中学校は、茨城県北東部の自 世界遺産・霊峰高野山の麓、紀の 豊中中学校は、香川県西部に位

中学校はあります。冬は深い雪に覆 然豊かな十王町にある唯一の中学校 国和歌山から、去年旭川での忘れ物 置し田園の広がる緑豊かな町にあ

われますが工夫を凝らして日々練習 です。生徒みんなが元気のよい挨拶 を取りに、ここ黒磯にやってきまし ります。ソフトテニス女子は、3年

に励んでいます。創部15年目とまだ ができ、何事にも前向きで一生懸命 た。那須高原に、私たちの笑顔はじ 生13名、1･2年生14名合計27名で活

歴史が浅いですが今回で５度目の全 に取り組んでいます。 けた大輪の花を咲かせます！ 動しています。ソフトテニスが好

中出場となります 「白球に命を込 私たち３年生にとって最後の総体で きで毎日休まず練習に励んだこと。

めて」を合い言葉に部員18名一丸と す。皆の「団結力と元気」でこの全 ●近畿 甲賀町立甲賀中学校 で全国大会出場の夢がかないまし

なってがんばります。 国大会を勝ち抜いて行きたいです。 本校は滋賀県の南東、三重県との た。

、 、県境にあって 東に鈴鹿山系を望み

●東北 仙台市立長命ヶ丘中学校 ●北信越 巻町立巻西中学校 周囲を緑に恵まれた環境にあり、地 ●九州 鹿児島市立西陵中学校

私たち長命ヶ丘中学校は、伊達政 私たち巻西中学校は、北信越の代 場産業の薬業や忍者で有名です。全 私たち西陵中学校は、毎日の暑

宗の城下町、杜の都仙台市の北部に 表として気合い、声を全力で出して 校生徒４００人で、テニス部の他に い練習の中で、コーチや先生の指

あります。四月に結成されたばかり 日本一を目指します。ぜひ私たちの もサッカー、バレー、バスケットが 導のもと、一生懸命練習してきま

の一年生と三年生各四名ずつのチー 輝く姿を見て応援してください。よ 県大会でベスト８に入るなど部活動 した。全国大会では、入賞するこ

ムです。しかし、どのチームにも負 ろしくお願いします。 が盛んです。 とを目標にしています。今まで練

けないような団結力があります。長 習してきたことを生かして、悔い

命中の応援と元気はどのチームにも ●中国 日南町立日南中学校 の残らないように、精一杯努力し

負けない自信があります。この元気 日南中学校は、中国山脈の大自然 たいです。

と勢いで、全国制覇を勝ち取りたい に囲まれ、清流を湛えた日野川の上

です。 流にある緑豊かな日南町にあります ●九州 延岡市立土々呂中学校。

ソフトテニス部は、顧問である青田 土々呂中学校は、宮崎県北部の

●関東 厚木市立小鮎中学校 先生の指導のもと、臥薪嘗胆をモッ 沿岸部に位置する学校で、緑も多

私たちの学校は緑に恵まれた地域 トーに日々苦しい練習に耐えながら く自然が豊かなところです。個人、

にあります。毎日熱心に教えてくだ ２年ぶり３度目の団体優勝、１８年 は今までに出場したことはあった

さる松田先生、石川コーチのもと日 ぶりの個人優勝をめざして、一生懸 のですが、団体で出場するのは初

々練習に励んでいます。昨年、私た 命頑張ります。よろしくお願い致し めてなので、九州代表の名に恥じ

ちの先輩が全国で活躍したのを肌で ます。 ないように、精一杯頑張りたいと

感じ、私たちも同じ舞台に立つこと 思います。

を目標にここまで勝ち進むことがで

きました。夢への一球を合い言葉に ●開催地 黒磯市立黒磯北中学校

小鮎中一同、力を一つにがんばりま 監督の大平先生をはじめ、大勢

す。 ●東海 尾鷲市立九鬼中学校 の方々の指導・支援・応援のおか

九鬼中学校は男子7人、女子12人 げで全国大会出場というすばらし

●関東 川口市立芝東中学校 のほんとに小さな中学校です。そん い経験をすることができ感謝の気

厳しい埼玉県予選、関東大会をチ な少人数の中 私たちは 全国大会 持ちでいっぱいです。３年間の努、 「 」

ームワークで乗り切り、連続出場を を夢に毎日練習を重ねてきました。 力の成果を、地元黒磯市での全国

達成することができました。関東の 私たちの先輩は、第14回全国大会の 大会で十分に発揮したいと考えて

代表の名に恥じないように、精一杯 団体・男子の部で優勝という成績を います。そして、一戦一戦を勝ち

プレーします。目標は昨年がベスト 残しています。私たちも練習の成果 抜き“日本一”を目標に精一杯プ

８でしたので、夢は大きくベスト４ が出せるよう頑張ろうと思っていま レーしたいと思います。

です 「芝東魂」をみてください。 す。。

●東海 岐南町立岐南中学校 ●中国 東広島市立向陽中学校

私たちは、広井監督のご指導のも 念願の全国出場を果たすことがで

と、チーム一丸となって厳しい練習 き、たいへん嬉しく思っています。

に耐えてきました。おかげさまで、 これまで多くの方々に支えられがん

岐阜県史上初の女子団体出場という ばってくることができました。本大

栄冠を勝ち取りました “協力”を 会では温かい声援を胸に、今までや。

合い言葉に笑顔・笑顔の岐南テニス ってきたことを信じて悔いの残らな

を全国のみなさんにお見せします。 い試合をしたいと思います。


