
２０２１年３月

「全国中学校テニス連盟」理事各位

福島県テニス協会

第４８回全国中学生テニス選手権大会実行委員会

会長 須佐喜夫

「全中」サポートＴシャツ購入依頼（第Ⅰ期販売）

「第４８回全国中学生テニス選手権大会」に向けて、大会実行委員会におい

てサポートＴシャツを作成し販売します。

これは、東日本大震災から１０年の節目にあたり、全国からの復興支援に感

謝するとともに、日本中体連加盟に向けた大会運営を行うスタートの大会であ

ること記念して作成します。

また、販売の収益は大会の運営費や福島県中学校体育連盟テニス専門部設立

に向けた運営資金として活用する予定です。

つきましては、全国各地域の協力をお願いするとともに、大会を盛り上げる

一助として行きたいと考えますので、ご協力のほど、お願い申し上げます。

〇デザイン・色：別紙デザイン・色を参照ください。

〇価格：サポートＴシャツ１枚 ２，０００円（税込み）

○価格：サポートロングＴシャツ１枚 ３，０００円（税込み）

〇サイズ（男女兼用）：ＳＳ／Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＬＬ

〇申し込み手順

①Ｅｘｃｅｌの「注文票」を添付して、メール送信してください。

※メールアドレス：０８０３９３３８５７６ｊ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

②確認メールを送信します。

③Ｔシャツ代金を振り込み下さい。（振込料は、申込者負担となります。）

※振込先：会津商工信用組合 店番００７ 城南支店

普通預金 ０２７３３１５

口座名 福島県テニス協会全中実行委員会 会計 古川恵一

④Ｔシャツ完成後、送付します。

〇販売期間：第Ⅰ期販売

①案内開始：令和３年３月７日（日）

②Ⅰ期締切：令和３年３月３１日（水）

③発送予定：令和３年４月中旬予定

○予定：

第Ⅱ期販売 申込み開始 令和３年４月１２日（月）

申込み締切 令和３年５月１４日（金）

発送予定 令和３年６月上旬

第Ⅲ期販売 申込み開始 令和３年６月 １日（火）

申込み締切 令和３年６月３０日（水）

発送予定 令和３年７月中旬



【サポートＴシャツ＆ロングＴシャツデザインについて】

２０２１年、福島県は東日本大震災から１０年の

節目の年を迎えます。

①震災からの復興に取り組んだこの１０年間全国

からの多くの温かい支援・励ましの言葉をいた

だき、「絆」を深く感じてきましたので、その「絆」

の文字を中央に据えました。

②福島県のロゴマークである

「ふくしまから はじめよう」には、

・ひとりひとりが復興に向けて歩みはじめよう。

そして、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。

・福島県は、大震災そして原子力災害から必ず立ち直ります。福島県の復興は、

新たな社会の可能性を示していくということでもあります。

・ふくしまから新たな流れを創っていきたい。「ふくしまからはじめよう。」は、

そうした、未来への意志を込めたスローガンです。

③新型コロナウィルス感染拡大により昨年度からスタートする予定だった中体

連方式の全国中学生テニス選手権大会が中止となったことから、今年の福島

県開催の全国中学生テニス選手権大会が、初めての中体連方式となることも

併せての「ふくしまからはじめよう」をデザインの一部として取り入れまし

た。

④全国から集う中学生達のコロナ渦に負けない「熱い心」、そして生命力溢れる

「生き生き」としたプレー、その「熱き心」と「生き生き」の二つを「繋ぎ

合う」ことを「絆」に結びつけ、今大会の参加者およびそれをサポートして

くれる方々へのメッセージとしてデザインしました。

※漢字を縦読みすると、あるキーワードが隠れています。

⑤円形による大会名に、「ＮＥＷ」の文字を入れ、新たなスタートを表現すると

共に、「円→縁」が生まれる大会として、成功に繋がることを願いデザインし

ました。

⑥多くのテニス愛好者が、この全中サポートＴシャツを着用して、テニスを

プレーできる日が一日も早く訪れることを願っています。

※「ふくしまからはじめよう」の福島県ロゴ使用については、福島県に使用申請を行い、許可を

いただいています。
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合計

ＳＳ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ 枚数

1 ホワイト 0 ¥0

2 テイジー（黄色） 0 ¥0

3 ミントグリーン 0 ¥0

4 ピンク 0 ¥0

5 ライトブルー 0 ¥0

6 レッド 0 ¥0

7 ターコイズ 0 ¥0

8 ネイビー 0 ¥0

9 グリーン 0 ¥0

0 0 0 0 0 0 ¥0

合計

ＳＳ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ 枚数

10 ホワイト 0 ¥0

11 ホットピンク 0 ¥0

12 オレンジ 0 ¥0

13 ロイヤル（青） 0 ¥0

0 0 0 0 0 0 ¥0

0 0 0 0 0 0 ¥0

1 １０枚以上 ¥0
【北海道】 北海道 ¥980
【東北】 青森 岩手 秋田 山形 宮城
【関東】
【北信越】 新潟 ⾧野 富山 石川 福井
【東海】 静岡 愛知 岐阜 三重
【近畿】 ¥980
【中国】 鳥取 岡山 島根 広島 山口
【四国】 香川 徳島 愛媛 高知
【九州】 ¥1,420
【福島】 福島 ¥690

3 １枚 ¥370

Ｔシャツ 送料 ¥0

【全国中学生テニス選手権大会サポートＴシャツ注文者】

※振込手数料は、申込者負担となります。

ご住所

連絡先電話番号

振込金額 ¥0 ¥0

〒

お名前（個人名・学校名）

全国一律

2

茨城／栃木／群馬／埼玉／千葉／神奈川／山梨／東京

滋賀／京都／大阪／兵庫／奈良／和歌山

福岡／佐賀／大分／熊本／⾧崎／宮崎／鹿児島／沖縄

¥850

¥1,180

２枚～９枚

ロングＴシャツ合計

サポートＴシャツ＆
ロングＴシャツ総計

第４８回全国中学生テニス選手権大会サポートＴシャツ＆ロングTシャツ注文票

【送料一覧】

¥750

全国一律

サイズ
合計金額Ｔシャツ色No

No ロングＴシャツ色
サイズ

合計金額

サポートＴシャツ合計



1 北海道 ¥980 16 新潟 ¥750 32 岡山 ¥1,180

2 青森 ¥750 17 ⾧野 ¥750 33 島根 ¥1,180

3 岩手 ¥750 18 富山 ¥850 34 広島 ¥1,180

4 秋田 ¥750 19 石川 ¥850 35 山口 ¥1,180

5 山形 ¥750 20 福井 ¥850 36 香川 ¥1,180

6 宮城 ¥750 21 静岡 ¥850 37 徳島 ¥1,180

7 福島 ¥690 22 愛知 ¥850 38 愛媛 ¥1,180

8 茨城 ¥750 23 岐阜 ¥850 39 高知 ¥1,180

9 栃木 ¥750 24 三重 ¥850 40 福岡 ¥1,420

10 群馬 ¥750 25 滋賀 ¥980 41 佐賀 ¥1,420

11 埼玉 ¥750 26 京都 ¥980 42 大分 ¥1,420

12 千葉 ¥750 27 大阪 ¥980 43 熊本 ¥1,420

13 東京 ¥750 28 兵庫 ¥980 44 ⾧崎 ¥1,420

14 神奈川 ¥750 29 奈良 ¥980 45 宮崎 ¥1,420

15 山梨 ¥750 30 和歌山 ¥980 46 鹿児島 ¥1,420

31 鳥取 ¥1,180 47 沖縄 ¥1,430


