松江市卓球連盟

申し込みの方法
① 郵送・・・下記住所へ郵送してください
② ＦＡＸ・・下記 FAX 番号へお送りください（念のため確認の電話をお願いします）
③ メール・・下記アドレスまで送付してください
（確認後、こちらからメールにて返信します）

郵送の場合

〒690-0024 島根県松江市馬潟町３６６－１０
松江市卓球連盟事務局

栄本

FAX の場合

０８５２-３７-０９７８

メールの場合

matsue.ttf@outlook.jp

康右 行

参加料の納入
当日現金、または下記の口座へお振り込みください。
【振込口座】
※山陰合同銀行 松江市役所出張所
口座名義

普通 ２０７９２００

松江市卓球連盟 事務局長

栄本康右

恐れ入りますが、振込手数料は申込人でご負担ください。
また、念のため大会当日は金融機関の領収証をご持参ください。
〔注〕

大会当日に棄権された場合でも、参加料はお返しできませんのでご承知おきください。

☆大会に関するお問い合わせは下記へお願いします。
松江市卓球連盟 事務局長 栄本 康右
携帯電話
※

０９０－１３５０－３７３６

電話（口頭）での申し込みは受け付けておりません。

※ 締切日を過ぎた申し込み・個人戦の選手変更等は受け付けいたしません。
（団体戦のメンバー変更については大会当日の開会式までに届け出てください）
※ 参加申込書が足りない場合は、恐れ入りますがコピーしてご使用ください。

第５３回松江市長杯卓球大会 開催要項
１．主

催

２．後

援

(公財) 松江体育協会 松江市

３．期

日

平成３１年４月２１日（日）

４．会

場

松江市総合体育館(メインアリーナ)

５．日

程

午前８：１５開会式（開場７：００） 開会式終了後試合開始

６．種

目

①男子団体

７．参加資格

松江市卓球連盟

②女子団体

(1)松江市及び隠岐郡内に居住・勤務する社会人及び同地区内に在学中の中学生・高校生・
大学生等。
(2)松江市及び隠岐郡以外に居住・勤務している社会人であっても、松江・隠岐地区内に
活動の拠点（練習場・事務局等）を置くクラブチームに所属し、日常的にそのチーム
と活動を共にしている者は、参加することができる。
（3）松江市卓球連盟が招請する「招待チーム」並びに特別参加の小学生チーム。

８．チ－ム編成 (1)中学校は１校２チームの参加に制限する。
(2)１チ－ム４～６人で編成する。
（エントリーは６人まで）
９．試合方法

(1)男女ともランク別リーグ戦（1 部～5 部）
（女子は 1 部～4 部）とする。
※1 部～4 部は 6 チームのリーグ戦、5 部（女子は 4 部）は 5 チームのリーグ戦の後、
決勝トーナメントを行う。
(2)団体戦は４単１複による３点先取方式とする。試合順は次のとおりとする。
・１番：ダブルス、２番～５番：シングルス（２番にはダブルスに出場していない選手）
・シングルスは全て異なる選手とする。
(3)ダブルスは３ゲームマッチ、シングルスは最終ゲームを６オールから行い、チェンジ
エンドをしない。
(4)試合規則は、現行の日本卓球ルールとする。

10. 試 合 球
11. 申込締切
12. 参 加 料

ニッタク、ＴＳＰ、バタフライ
３月３０日（土）必着
一般 5,000 円

高校・大学 4,000 円

中学・小学 3,000 円

(傷害保険料を含む)
13. 各リーグの編成 (1)各リーグの 1・2 位は次年度、上のリーグに昇格、下位２チームは下のリーグに
降格とする。
(2)初めて参加のチームは 5 部（女子は 4 部）からの参加とする。
(3)不参加のチームは次年度 1 つ下のリーグに降格とする。
(4)(1)～(3)を考慮し各リーグの編成については前年度の成績により決定する。
15. そ の 他

(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖、短パンでプレーすること。

第４９回鐘築杯卓球大会（中学生の部）

開催要項

１．主
２．後
３．期

催
援
日

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会
松江市
平成３１年５月２日（木）祝日

４．会
５．日

場
程

松江市総合体育館（メインアリーナ）
午前８：１５開会式（開館７：３０）

６．種

目

①男子団体３年生の部 ②男子団体２年生の部 ③女子団体３年生の部
④女子団体２年生の部 ⑤男子シングルス３年生の部 ⑥男子シングルス２年生の部

７．参加資格

松江市教育委員会

⑦女子シングルス３年生の部 ⑧女子シングルス２年生の部
(1)大会当日（基準日）に県内の中学校に在学中の生徒。
（新１年生の参加については別紙参照）
(2)特別参加
①松江地区内に在学する小学生で、前年度の会長杯（小学生の部）並びに松江市小学生大
会において、団体戦ベスト４に入賞したチームは団体２年生の部（②・④）に、シング
ルス（５・６年生の部）ベスト８に入賞した選手並びに本大会の団体戦にエントリーす
る選手はシングルス２年生の部（⑥・⑧）に出場できる。
（団体戦の詳細は別紙参照）
②松江市卓球連盟が選抜した小学生。（団体②・④ シングルス⑥・⑧）

８．試合方法

(1)個人戦から実施する
(2)各種目ともトーナメント方式とする。
(3)団体戦は、３番にダブルスをおく４単１複による３点先取方式とする。
シングルスまたはダブルスのいずれか一方にしか出場できない。
※団体戦は参加数により３ゲームマッチに変更する場合がある。

(4)試合規則は、現行の日本卓球ルールによる。
９．チーム編成 (1)原則学校単位とし、６～８人で編成する。
（エントリーは８人まで）
ただし、部員数が不足しチーム編成が困難な場合は、他チームとの混成による参加を
認めることとします。詳細は事務局にお問い合わせください。
（新 1 年生の参加については別紙参照）
(2)２年生は「団体戦３年生の部」に出場できる。
(3)１年生は、団体戦はどの種目でも出場できる。
10．参加数の制限
(1)松江の中学校
(2)松江以外の中学校

11．試 合 球
12. 申込締切
13. 参 加 料

14. そ の 他

団体戦・シングルスともに参加数は制限しない。
２・３年団体戦は、男女とも１チームに制限する。
２・３年シングルスは、男女とも１０名以内に制限する。
バタフライ・ニッタク・ＴＳＰ
４月２日（火）必着
中学生
団体戦(1 ﾁｰﾑ)
１,８００円
個人戦 (１人)
８００円
小学生
団体戦(1 ﾁｰﾑ)
１,２００円
個人戦 (１人)
６００円
(傷害保険料を含む)
(1)出場者は、背部に選手名と学校名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖・ 短パンでプレーすること。
※送迎の際、ロータリーでの乗降りはしないでください。
前年度団体戦優勝チームはカップの返還をお願いします。

【別紙】
１．4 月入学予定の「新 1 年生」の参加について
（ア）中学校から参加する場合
１）団体戦
＝「2 年生の部」または「3 年生の部」のどちらか一方に参加できる。
２）シングルス＝「2 年生の部」に参加できる。
松江以外の中学校については、新１年生も含めて参加人数制限の範囲内で
申し込むこと。
（イ）学校以外（クラブチームなど）から出場する場合（松江地区内の選手のみ）
以下のとおり前年度に所属していたクラブチームまたはスポーツ少年団等から出場できる。
１）団体戦
①大会要項の「７.参加資格(２)特別参加」に該当するチームから出場する場合。
②①の「特別参加」には該当しないチームに所属する「新１年生」が、チームを編成して
出場する場合。
（新１年生のみでのチーム編成。複数チームによる混成は該当しない。）
２）シングルス 中学１年生は、だれでも「２年生の部」に参加できる。

２．小学生の「特別参加」について
（ア）趣旨
ジュニアのレベルアップをはかることによって、全体のレベルアップにつなげていくため
の特別措置。
（イ）参加資格（団体戦補足）
１）前年度の、
「①松江市小学生大会」並びに「②会長杯小学生の部（松江地区内の選手のみ）」
で、団体戦ベスト４以上のチームに「団体２年生の部」への出場資格を与えるものであ
り、上記の大会時と出場選手が異なっていてもよい。
（上記のとおり中学校の「新１年生」が出場することもできる。）
２）団体戦にエントリーした選手は、すべてシングルス（２年生の部）に参加できる。

第３５回

松江市卓球連盟会長杯卓球大会

ラージボールの部（オープン）開催要項

１．主

催

２．後

援

３．期

日

平成３１年６月９日（日）

４．会

場

鹿島総合体育館

５．日

程

午前８：３０開会式（開場７：３０）

６．種

目

①49 歳以下男子団体

７．参加資格
８．チ－ム編成

９．試合方法

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会

松江市

②50 歳以上男子団体

③49 歳以下女子団体
④50 歳以上女子団体
学生は参加できない。
（１）1 チーム４～６人で編成する。（エントリーは６人まで）
（２）５０歳以上の者が、４９歳以下の団体に出場してもよい。
（３）年齢基準は、平成３１年度中に当該年齢に達する者とする。
（１）試合順序

１．シングルス

２．ダブルス

３．シングルス。

（２）予選リーグを行った後、全チーム参加のランク（予選順位）別決勝ト－ナメ
ントを行う。（組み合わせは当日抽選）
（３）全て３番まで試合を行い、リーグ戦の順位決定に全ての結果を反映する。
ただし、決勝トーナメントは２点先取方式とする。
（４）試合規則は、現行の「ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球ルール」とする。

10．試 合 球

ニッタク

11. 申込締切

５月１８日（土）必着

12. 参 加 料

団体戦(1 チーム)

13. そ の 他

①出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。

４，０００円（傷害保険料を含む）

② ユニフォームは、卓球用のものを着用すること。
③ 半袖、短パンでプレーすること。

Nittaku 杯第６５回松江オープン卓球大会(一般の部)

１．主
２．後

催
援

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会

３. 協
４．期
５．会

賛
日
場

日本卓球株式会社
平成３１年９月１５（日）・１６日（月）
松江市総合体育館（メインアリーナ）

６．日

程

１５日（日）午前８時１５分開会式（開場７時００分）
一般男女団体戦 一般男女シングルス

松江市

開催要項

松江市教育委員会

（進行状況により翌日に残りの試合を行う場合がある）
１６日（月）午前８時１５分開会式（開場７時３０分）
７．種

目

一般男女ダブルス
①一般男子団体 ②一般女子団体
③一般男子シングルス ④一般女子シングルス
⑤男子ダブルス 100 歳未満
⑥男子ダブルス 100 歳以上
⑦女子ダブルス 100 歳未満
⑧女子ダブルス 100 歳以上
ダブルスについては、２人の合計年齢で決定する。また、年齢基準は平成３１年度中に、
当該年齢に達する者とする。

８．参加資格 （1）中学３年生以上の選手。
（2）個人戦は、シングルスとダブルスの両方に出場できます。
９．チーム編成 (1)一般団体（①・②）は、１チーム４～６人で編成する。（エントリーは６人まで）
(2)一般団体（①・②）のチーム編成は、自由とする。
10．試合方法

(3)一般団体及び一般個人（ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）は、中学校２年生以下は参加できない。
(1)１５日は個人戦から実施する。
(2)各種目とも、原則としてトーナメント方式とする。

11. 試合球
12. 申込締切
13. 参加料

13. その他

(3) 団体戦は４単１複による３点先取方式とする。
ただし、両チーム共に初戦の場合のみ５番まで試合を行う。
※団体戦はすべて３ゲームマッチとする
試合順は次のとおりとする。
・１番：ダブルス、２番～５番：シングルス（２番にはダブルスに出場していない選手）
・シングルスは全て異なる選手とする。
(4)試合規則は、現行の日本卓球ルールとする。
ニッタク
８月１７日（土）必着
団体戦 (1 ﾁｰﾑ)
一般 3,000 円
高校・大学 2,500 円
中学(3 年) 1,800 円
個人戦 (ｼﾝｸﾞﾙｽ 1 人) 一般 1,200 円
高校・大学 1,000 円
中学(3 年)
800 円
（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1 組）一般 1,600 円
高校・大学 1,200 円
中学(3 年) 1,000 円
（参加料には傷害保険料を含む）
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖、短パンでプレーすること。
前年度団体戦優勝チームはカップの返還をお願いします。

Nittaku 杯第６５回松江オープン卓球大会(中学生以下の部) 開催要項

１．主
２．後
３. 協
４．期
５．会
６．日
７．種

催
援
賛
日
場
程
目

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会
松江市
松江市教育委員会
日本卓球株式会社
平成３１年９月１６日（月）
松江市総合体育館（メインアリーナ）
午前８時１５分開会式（開場７時００分）
①男子団体
②女子団体
③男子シングルス
④女子シングルス
８．参加資格
中学生２年生以下(小学生を含む)
９．チーム編成 (1)１チーム６～８名で編成する。（エントリーは８名まで）
(2)人数が不足し１チームも編成できない場合に限り、下記にしたがって混成チームを編
成することができる。（申込書にその旨記載すること 詳細は中体連で協議し決定す
る）
①他の中学校との混成チーム
②その中学校の校区内に居住する小学生との混成チーム
③小学生の混成チーム
10．試合方法
(1)個人戦から実施する。
(2)原則としてトーナメント方式とする。
(3)中央にダブルスをおく４単１複方式。シングルスとダブルスの両方には出場できない。
（中体連ルール）
(4)３点先取制とするが、両チーム共に最初の試合のみ５番までゲームを行うことができ
る。
(5)試合規則は、現行の日本卓球ルールとする。
11. 試合球
ニッタク
12. 申込締切
８月１７日（土）必着
13. 参加料
団体戦(1 ﾁｰﾑ) 中学 1,800 円 小学生 1,200 円（参加料には傷害保険料を含む）
個人戦 (1 人) 中学 800 円 小学生 600 円（参加料には傷害保険料を含む）
15. その他
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖、短パンでプレーすること。
(4)当日は、会場の準備並びに後片付けにご協力ください。
前年度団体戦優勝チームはカップの返還をお願いします。

第４８回松江市小学生卓球大会 開催要項

１．主
２．後
３．主
４．期
５．会
６．日
７．種

催
援
管
日
場
程
目

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会 松江市 松江市教育委員会
松江市卓球連盟
平成３１年１０月１４日（月）祝日
松江市総合体育館(サブアリーナ)
午前８：３０開会式（開場７：３０） 開会式終了後シングルスから行う。
①男子団体
②女子団体
③男子シングルス
④女子シングルス
⑤４年生以下男子シングルス
⑥４年生以下女子シングルス
⑦２年生以下男子シングルス
⑧２年生以下女子シングルス
８．参加資格
(1)松江市内の小学生選手。
(2)参加チーム数、参加人数ともに制限はない。
(3)希望者は上の学年の男女シングルスに出場できる。（ただしシングルスの出場は
1 種目に限る）
９. チーム編成 (1)１チーム３～５人で編成する。（エントリーは 5 人まで）
10．試合方法
(1)個人戦から実施する。
(2)原則として、団体戦・個人戦とも予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。
参加数によってはトーナメント方式とする場合がある。
(3)団体戦は３シングルス。予選リーグは勝敗にかかわりなく３番まで試合を行い、順位
を決定する際のポイントに算入する。決勝トーナメントは２点先取。
(4)試合規則は、現行の日本卓球ルールを準用する。
11. 試合球
バタフライ・ニッタク・ＴＳＰ
12. 申込締切
９月１４日（土）必着
13. 参加料
団体戦(1 ﾁｰﾑ) 1,200 円
個人戦(1 人) 600 円
（傷害保険料を含む）
14. その他
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖・短パンでプレーすること。
(4)団体戦・個人戦ともに、１位には優勝杯（団体戦は持ち回り）を、３位までの入賞
者には賞状・賞品を、個人戦５位（ベスト８）には賞状を授与する。
前年度団体戦優勝チームはカップの返還をお願いします。

平成３１年度

１．主
２．後
３. 協
４．期
５．会
６．日
７．種

Nittaku 杯松江オープンラージボール秋季卓球大会 開催要項

催
援
賛
日
場
程
目

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会 松江市
日本卓球株式会社
平成３１年１１月１６日（土）
鹿島総合体育館（松江市鹿島町）
午前８：４５開会式（開場７：３０）
団体戦
①男子４９歳以下団体 ②男子５０歳以上団体
③女子４９歳以下団体 ④女子５０歳以上団体
個人戦(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) ⑤男子４９歳代以下ダブルス ⑥男子５０歳代以上ダブルス
⑦女子４９歳代以下ダブルス ⑧女子５０歳代以上ダブルス
８．参加資格
学生は参加できない。
９．チ－ム編成
(1)団体戦は、１チーム４～６人で編成する。（エントリーは６人まで）
(2)５０歳以上の者が、４９歳以下の団体やダブルスに参加できる。
(3) 年齢基準は、平成３１年度中に当該年齢に達する者とする。
10．試合の方法
(1)個人戦から実施する。
(2)団体戦の試合順序
1.シングルス 2.ダブルス 3.シングルス
シングルスとダブルスは重複して出場できない。
(3)各種目とも原則として予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。
決勝トーナメントは、予選リーグの成績によりランク分けをして行う。
（勝敗に関係なく全員ランク別決勝トーナメントに参加できる）
(4)団体戦は全て３番まで試合を行い、リーグ戦の順位決定に全ての結果を反映する。
ただし、決勝トーナメントは２点先取方式とする。
(5)試合規則は、現行の「ラージボール卓球ルール」とする。
11. 試合球
12. 申込締切
13. 参加料
14. その他

ニッタク
１０月１９日（土）必着
団体戦 (1 ﾁｰﾑ) ３，０００円
個人戦 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ１組) １，６００円
（傷害保険料を含む）
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけてください。
(2)ユニフォームは、卓球用のものを着用してください。
(3)半袖ユニフォーム・ショートパンツでプレーしてください。

第４８回 松江市卓球連盟会長杯(VICTAS 杯)卓球大会 開催要項

１．主
催
２．後
援
３. 協
賛
４．期
日
５．会
場
６．日
程
７．種
目
８．参加資格

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会
松江市
松江市教育委員会
株式会社 ＶＩＣＴＡＳ
平成３２年１月２６日（日）
松江市総合体育館（メインアリーナ）
午前８：４５開会式（開場７：３０）
①一般男子団体
②一般女子団体
(1) 高校生以上の選手であれば誰でも参加できる。
(2) 松江市・隠岐郡内の中学生。ただし、１・２年生は各学校２チームに制限する。
(3) 松江市卓球連盟が推薦する小学生チーム
９．チーム編成 (1) １チーム４～６人で編成する。（エントリーは 6 人まで）
ただし、中学生チームについてエントリーは８人まで認める。
(2)チーム編成は、自由とする。
10．試合方法
(1)予選リーグを行い、予選の順位によって順位別トーナメントを行う。
※予選リーグについては３ゲームマッチとする。
(2) 団体戦は４単１複による３点先取方式とする。試合順は次のとおりとする。
・１番：ダブルス、２番～５番：シングルス（２番にはダブルスに出場していない選手）
・シングルスは全て異なる選手とする。

11．試 合 球
12．申込締切
13．参 加 料

14．そ の 他

(3)試合規則は、現行の日本卓球ルールとする。
ＴＳＰ
１月４日（土）必着
（傷害保険料を含む）
一
般
１チーム ５，０００円
大学生・高校生 １チーム ４，０００円
中学生・小学生 １チーム ３, ０００円
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖・短パンでプレーすること。

第３２回松江市卓球連盟会長杯卓球大会（小学生の部）

１．主
２．後
３．主
４．期
５．会
６．日
７．種

催
援
管
日
場
程
目

８．参加資格

９. チーム編成
10．試合方法

11. 試 合 球
12. 申込締切
13. 参 加 料
14. そ の 他

開催要項

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会 松江市 松江市教育委員会
松江市卓球連盟
平成３２年２月２３日（日）
松江市総合体育館（サブアリーナ）
午前８：４５開会式（開場７：３０） 開会式終了後シングルスから行う。
①男子団体
②女子団体
③男子シングルス(5～6 年)ホープス ④女子シングルス(5～6 年)ホープス
⑤男子シングルス(４年以下)カブ
⑥女子シングルス(４年以下)カブ
⑦男子シングルス(２年以下)バンビ ⑧女子シングルス(２年以下)バンビ
(1)小学生以下の選手。
(2)参加チーム数、参加人数ともに制限はない。
(3)４年生以下でも、希望者は男女シングルス（③④）に出場できる。又、２年生以下で
も希望者は男女シングルス(③④⑤⑥)に出場できる。
（どちらか一方に限る）
(1)１チーム３～５人で編成する。
（エントリーは５人以内）
(1)個人戦から実施する。
(2)原則として、個人戦は予選リーグ(３ゲームマッチ)・決勝トーナメント(５ゲームマ
ッチ)・下位トーナメント(３ゲームマッチ)方式とする。
(3)団体戦はトーナメント方式とする。
(4)団体戦は３シングルスの２点先取方式とする。ただし、両チームともに初戦の場合の
み３番まで試合を行うことができる。
(5)試合規則は、現行の日本卓球ルールを準用する。
バタフライ・ニッタク・ＴＳＰ
１月２５日（土）必着
団体戦(1 ﾁｰﾑ) １,２００円
個人戦(1 人) ６００円
（傷害保険料を含む）
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけること。
(2)ユニホームは、卓球用のものを着用すること。
(3)半袖・短パンでプレーすること。
(4)団体戦・個人戦ともに、１位には会長杯（団体戦は持ち回り）を、３位までの入賞者
には賞状・賞品を、個人戦５位（ベスト８）には賞状を授与する。

前年度団体戦優勝チームはカップの返還をお願いします。

平成３１年度 松江オープンラージボール冬季卓球大会 開催要項

１．主
２．後
３．期
４．会
５．日
６．種

催
援
日
場
程
目

松江市卓球連盟
(公財) 松江体育協会 松江市
平成３２年３月２２日（日）
鹿島総合体育館（松江市鹿島町）
午前８：４５開会式（開場７：３０） 開会式終了後シングルスから行う。
団体戦
①男子 49 歳以下団体 ②男子 50 歳以上団体
③女子 49 歳以下団体 ④女子 50 歳以上団体
個人戦
⑤男子 49 歳以下シングルス ⑥男子 50 歳以上シングルス
⑦女子 49 歳以下シングルス ⑧女子 50 歳以上シングルス
７．参 加 資 格
社会人であれば誰でも参加できる。
８．チ－ム編成
(1)自由に編成することができる。
(2)団体戦は、１チーム４～６人で編成する。（エントリーは６人まで）
(3) 年齢基準は、平成３１年度中に当該年齢に達する者とする。
９．試合の方法

(1)個人戦から実施する。
(2)団体戦の試合順序
1.シングルス 2.ダブルス 3.シングルス
（シングルスとダブルスは重複して出場できない。）
(3)各種目とも、原則として予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。
決勝トーナメントは、予選リーグの成績によりランク分けをして行う。
（勝敗に関係なく全員ランク別決勝トーナメントに参加できる）
(4)団体戦は全て３番まで試合を行い、リーグ戦の順位決定に全ての結果を反映する。
ただし、決勝トーナメントは２点先取方式とする。
(5)試合規則は、現行の「ラージボール卓球ルール」とする。

10. 試合球
11. 申込締切
12. 参加料
13. その他

ニッタク
２月２２日（土）必着
団体戦 (1 ﾁｰﾑ) ３，０００円
個人戦 (１人) １，２００円
（傷害保険料を含む）
(1)出場者は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけてください。
(2)ユニフォームは、卓球用のものを着用してください。
(3)半袖ユニフォーム・ショートパンツでプレーしてください。

第２８回全山陰小学生卓球大会 開催要項

１．主
２．後

催
援

松江市卓球連盟
松江市教育委員会 (公財) 松江体育協会
島根県卓球協会 鳥取県卓球連盟 米子卓球協会
３．主
管
松江市卓球連盟
４．期
日
平成３２年３月７日（土）
５．会
場
松江市総合体育館/メインアリーナ（松江市学園南一丁目 21-1
℡ 0852（25）1700）
６．日
程
午前９：００開会式（開場７：３０）
７. 種
目
①男子団体
②女子団体
③男子シングルス(5～6 年)ホープス ④女子シングルス(5～6 年)ホープス
⑤男子シングルス(４年以下)カブ
⑥女子シングルス(４年以下)カブ
⑦男子シングルス(２年以下)バンビ ⑧女子シングルス(２年以下)バンビ
８．参加資格
鳥取県・島根県の小学生・幼児
９. 試合方法
①個人戦から開始する
②原則としてトーナメント方式とする。
③試合規則は現行の日本卓球ルールを適用する。（11 本 5 ゲームスマッチ）
④団体戦は３シングルス２点先取とするが、どちらかのチームが最初の試合である場合は、
勝敗に関係なく最後（３番）まで行う。
10. チーム編成 ①団体の編成は、学校またはクラブチーム単位とする。
（チーム数制限なし）
②３人（エントリーは５人以内）で１チーム、３シングルス２点先取とする。
11. 試 合 球
ニッタク・ＴＳＰ・バタフライ
12. 申込締切
平成３２年２月１日（土）必着
13. 参 加 料
団体戦(1 ﾁｰﾑ)
１，５００円
個人戦(1 人) ５００円
（参加選手の傷害保険料を含む）
14. そ の 他
①団体・個人とも、申込書は実力・実績順に記入してください。また、県ランク・実績等
も記入してください。
（組み合わせの際に、参考にさせていただきます）
②選手は、背部に選手名と所属名を明記したゼッケンを必ずつけてください。
③団体戦は３位まで、個人戦はベスト８まで（３位までは表彰状と記念品、ベス
ト８は記念品）表彰します。
④監督会議は、当日８時３０分から会場にて行います。
⑤開場は７時３０分を予定しております。
（開場後卓球台等の準備を行います）
⑥競技中の疾病・傷害等については、主催者は応急処置以外の責任は負いません。
なお、参加選手については傷害保険に加入します。
⑦参加者が多数の場合、試合終了時間が遅くなることも予想されますので、あらかじめご
承知おきください。

申し込みの方法
① 電話（口頭）での申し込みは受け付けておりません。
② 締切日を過ぎた申し込み・個人戦の選手変更等は受け付けいたしません。
（団体戦のメンバー変更については大会当日の開会式までに届け出てください）
③ 参加申込書が足りない場合は、恐れ入りますがコピーしてご使用ください。
④ 郵送・・・下記住所へ郵送してください
⑤ ＦＡＸ・・下記 FAX 番号へお送りください（念のため確認の電話をお願いします）
⑥ メール・・下記アドレスまで送付してください
（確認後、こちらからメールにて返信します）
郵送の場合

〒690-0023 島根県松江市竹矢町９２６－３
松江市卓球連盟事務局
栄本 康右 行

FAX の場合

０８５２-３７-０９７８

メールの場合

matsue.ttf@outlook.jp

参加料の納入
２月１４日（金）までに下記の口座へお振り込みください。
当日現金での支払いも受け付けます。

【振込口座】
※山陰合同銀行 松江市役所出張所 普通 ２０７９２００
口座名義
松江市卓球連盟
事務局長 栄本康右

恐れ入りますが、振込手数料は申込人でご負担ください。
また、念のため大会当日は金融機関の領収証をご持参ください。

〔注〕

大会当日に棄権された場合でも、参加料はお返しできませんのでご承知おきくだ
さい。

☆大会に関するお問い合わせは下記へお願いします。
松江市卓球連盟 事務局長 栄本 康右
携帯電話
０９０－１３５０－３７３６

