
月　日 会 場 大　　会　　名 主　　　催 主　幹 内　　　容

４  ／21 （土） 市体 飽海地区春季高等学校卓球選手権大会 酒卓協　高体連 高体連部 男女別 S 滝澤 土井

４  ／29 （日） 国体 第43回少年少女卓球大会（ホープス・カブ・バンビ） 酒卓協 少年少女 男女別 S 新田 滝澤 土門

５  ／ ３ （木） 市体 平成30年度　憲法記念中学校卓球大会 酒卓協　中体連 中学部 男女別 S及び団体 原田 三嶋

５  ／ ６ （日） 国体 第36回ホープス大会（団体） 酒卓協 少年少女 男女別 3～4人団体 加健 小嶋 滝澤

５ ／１２ （土） 市体 第72回酒田市体育大会 卓球競技（中学の部） 酒田市 酒教委 酒体協 中体連 中学部 男女別 S小中 原田 佐荘

５ ／２６ （土） 市体 ＊ 第72回酒田市体育大会 卓球競技（高校、一般の部） 酒田市 酒教委 酒体協 酒卓高社会人部 男女別 S小中及び中高一般込 滝澤 佐明美

６ ／  １ （金） 国体 県高校総体 高体連 高体連部 男女別 団体 S .W 加健 加弘

６ ／  ２ （土） 国体 県高校総体 高体連 高体連部 男女別 団体 S .W 加健 土井

６ ／  ３ （日） 国体 県高校総体 高体連 高体連部 男女別 団体 S .W 加健 佐明美

６  ／ ９ （土） 国体 ＊ 第７3回国民体育大会卓球競技酒田地区予選会 酒卓協 社会人部 男女別 S 武田 佐貴

６ ／１６ （土） 原田 三嶋

６ ／１７ （日） 阿部 佐明美

７ ／１６ （月） 国体 ＊ 第28回酒田オープン卓球大会（団体戦） 酒卓協 社会人部 男女別 団体 土井 佐明美

７ ／２８ （土） 国体 山形県卓球選手権大会地区予選会（ジュニア） 酒卓協 高体連部 学年別 S.W 佐貴 佐明美

８ ／　５ （日） 国体 第33回ホープス卓球選手権大会 酒卓協 少年少女部 男女別 S 新田 小嶋

８ ／１８ （土） 市体 山形県卓球選手権大会地区予選会（カデット） 酒卓協 中学部 学年別 S　学年込み W 原田

８ ／１９ （日） 市体 酒田市スポ少本部卓球大会 酒卓協 少年少女部 男女別 団体 S 新田 小嶋

８ ／２５ （土） 国体小 ＊ 勤労者体育祭地区大会 連合 酒田支部 男女別 団体 佐荘

９  ／ ２ （日） 国体小 ＊ 山形県卓球選手権大会地区予選会（一般） 酒卓協 社会人部 男女別 S.W  混合 W 土井 佐貴

９ ／１５ （土） 原田 三嶋

９ ／１６ （日） 阿部 佐明美

９ ／２３ （日） 市体 第３９回酒田市卓球愛好者大会 フォーティクラブ フォーティ 男女別硬式団体  ラージ混合団体 原田 新田

１０／  ７ （日） 市体 第２２回酒田市スポレク祭（ラージボール） 酒教委 酒体協 ラージボール部 年齢別 男女別 W  混合 W 佐荘

１０／２０ （土） 庄内町 第33回山形県中学校新人体育大会　卓球競技 中体連 中学部 男女別　団体　S 加健

11/7(水)～11(日) 国体 ＊ 第81回日本卓球リーグ2018後期酒田大会 日本卓球リーグ実業団連盟 山形県卓球協会・酒田卓球協会 男女別　団体 田中 加健 長岡

１１／２３（金）祝 藤島 酒田・鶴岡親善卓球大会 酒卓協 滝澤 榊原

1２／２３（日） 八幡 ＊ 第２６回バタフライ・ダブルス・チームカップ酒田大会 酒卓協 社会人部 男女混合団体 佐貴 佐明美

1／１９（土） 国体大 第５回VICTAS杯争奪庄内中学生新人卓球大会 酒卓協 中体連 中学部 男女別 団体 S 武田 三嶋

1／２０（日） 国体大 第１９回ニッタク杯酒田ラージボール卓球選手権大会 酒卓協 ラージボール部 ラージ男女別 年齢別 S.W 混合 土井 佐明美

２ ／１０（日） 国体大 ＊ 第５０回酒田市民卓球大会 酒教委 酒体協 社会人・ラージ部 硬式男女別団体  ラージ混合団体 佐明美 佐貴

２ ／１１（月）祝 国体大 第４１回少年少女総合卓球大会 酒卓協　スポ少本部 少年少女部 男女別 団体 S 新田 小嶋

２ ／１１（月）祝 国体小 ＊ ２．１１ 勤労者卓球大会 社会人親睦卓球実行委員会 男女別 団体 ラージ女子 W 加健

３ ／２１（木）祝 国体大 ＊ 第２７回酒田オープン選手権大会（個人戦） 酒卓協 社会人部 男女別 S.W 佐明美 土門 阿部

市体 第４９回飽海地区中学校新人大会 中体連

平成30年度　酒田・飽海地区卓球大会　卓球協会審判部担当割当

市体 地区中学校総合体育大会 中体連 中学部 男女別 団体 S .W

＊ 新アドバイスルール適応大会 # 県大会　 ★ 東北大会　 × 酒田卓球協会審判部外担当 担当審判長 担当した副審判長

審判長 副審判長

中学部 男女別 団体 S


