
                           平成３１年４月２４日 

 

飽海地区各中学校長殿 

                                           大会会長  酒田市長      

                             丸山  至 

                         競技会長 酒田卓球協会会長 

佐藤 保雄 

                   

 

    令和元年度 酒田市体育大会卓球競技（中学生の部）の開催について 

 

 新緑の候、貴殿におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

また、日頃より本協会に対しまして多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。  

 さて、令和元年５／１８（土）に令和元年度酒田市体育大会卓球競技（中学生の部）

を開催いたします。参加要項と申込書を送付いたしますので、是非参加くださいます  

ようご案内申し上げます。 

   

 



令和元年度 酒田市体育大会卓球競技（中学生の部）参加要項 

１ 主催   酒田市教育委員会 （公財）酒田市体育協会  

２ 後援    酒田卓球協会、飽海地区中学校体育連盟 

３ 主管    酒田卓球協会中学部 

４ 日時   令和元年５月１８日（土） 

         午前 ７：３０開場      

         午前 ９：００競技開始予定    午後１７：００終了予定 

 

５ 場所   酒田市体育館 

 

６ 種目   男子個人：Ⅰ部・Ⅱ部  女子個人：Ⅰ部・Ⅱ部 

Ⅰ部：通常希望選手（高校・社会人の部への代表権あり・地区総体ランキング考慮あり）  

Ⅱ部：中学生から正式に卓球を始めた希望選手（高校・社会人の部への代表権なし）  

 

７ 出場資格 平成３０年度に酒田卓球協会に加盟登録していた飽海地区中学校に在籍している生徒

または今年度登録予定の飽海地区中学生及び、協会より推薦された小学生  

アドバイザーは酒田市卓球協会登録者（予定者）で当該校の校長・教員か、選手または校長の認めた 

指導者のうち、選手１名につき１人を認める。（小学生は少年・少女部公認指導者） 

 

８ 出場人数、試合方法、組み合わせ 

       ・各校男女各無制限とするとする。 

・ 小学生については、男女各８名のⅠ部への参加とする（少年少女部推薦）。 

＊申し込みは少年少女部より一括してお願いします。 

       ・トーナメント方式とする。 

       ・組み合わせは、これまでの実績を参考にして事務局で行う。 

 
９ 参加料  中学生１人 ６００円、小学生１人 ５００円 （当日持参） 
 
10 申し込み 別紙申込書に記入の上、５／７（火）まで厳守 不参加の場合もご一報ください。 

（トラブルを避けるため、メール添付転送とＦＡＸ両方で申込みをお願いします） 

申込先 男女Ⅰ部・Ⅱ部個人  酒田四中 坂本 敏幸 宛 

ＦＡＸ ０２３４－３１－４３７２ メール転送先 sakataku2013@yahoo.co.jp 

   組み合わせ確認担当 

       男子 1部：酒田三中男子顧問   女子 1部：酒田六中女子顧問  

男子Ⅱ部：酒田三中男子顧問   女子Ⅱ部：酒田六中女子顧問 

 

11 その他 ・選手は必ずゼッケン（昨年度のものも可）を付けること。 

      ・25 日（土）（酒田市体育館）の高校・社会人の部に男女ベスト８までの選手が出場す

る。ただし欠席する場合は、強化部と相談し、Ⅰ部ベスト１６選手を代表とするか、

該当選手校の推薦選手とする。（本大会当日確認します。） 

      ・大会当番校は、酒二中・遊佐中です。準備などよろしくお願いします。 

            ・小学生には、成績により敢闘賞か殊勲賞が与えられる。 

      ・当日協会登録を行う予定ですので、ご準備お願いします。 

mailto:sakataku2013@yahoo.co.jp


令和元年度 酒田市体育大会卓球競技 実施要項（中学生の部） 

１ 主催   酒田市教育委員会 （公財）酒田市体育協会  

２ 後援    酒田卓球協会、飽海地区中学校体育連盟 

３ 主管    酒田卓球協会中学部 

４ 日時・場所 令和元年５月１８日（土）・酒田市営体育館 

５ 日程（予定） 

  ７：３０  ・開館 

                ・会場準備：＊二中（コート主任： 二中顧問）、遊佐 本部席入口側 

        ・準備出来次第、練習コートで練習 

 ８：１０  ・監督会議（選手名確認、棄権の有無、進行、審判への指示事項確認、   
        参加料、登録手続き、その他） 

 

  ８：３０  ・開会式     （進行・坂本） 

        １ 開会のことば          
２ 酒田卓球協会会長挨拶     （酒田卓球協会     佐藤 会長） 

    ３ 審判長の注意         （酒田卓球協会審判部     審判長） 

    ４ 進行について、諸連絡、諸注意 （酒田卓球協会中学部  坂本 副部長） 

        ５ 閉会のことば          
          ・各顧問より自校への指示、ボール渡し 

        ・Ⅰ部1回戦選手は選手集合所に集合 
・審判の生徒、本部前に集合（用具配布） 

   ９：００  ・競技開始          すべて組み合わせの順に試合を入れる。             

  １０：００～   参加料手続き 

  （１６：３０） ・閉会式     （進行・整列 坂本） 

      予定 

         １ 開会のことば         
２ 成績報告           （酒田卓球協会審判部  原田 審判長） 

      ３ 表彰並びに講評       （酒田卓球協会    宇野 会長） 

      ４ 諸連絡           （酒田卓球協会中学部 坂本 副部長） 
      ５ 閉会のことば         

         ・本部にあいさつ（代表男子優勝者）    

・後始末 当番校 会場（フロア） 

二中男子 

観覧席 

二中女子 

トイレの清掃 

遊佐中 

ゴミは各校で 

持ち帰って下さい。 

６ 係分担 

  ＊総務：坂本（酒四）加藤（酒六）鈴木（酒四）伊藤（東部） 
  ＊審判長：原田 酒田卓球協会審判部 副審判長：土井・滝澤 酒田卓球協会審判部 
  ＊会計・昼食：川瀬（酒一） ＊賞状確認  ：伊藤（東部） 

  ＊記録報道：加藤（酒六） ＨＰ掲載 加藤（協会）坂本（酒四） 

  進 行：全体調整 坂本（酒四）１１：４０ごろで交代 
 

全体：坂本 男子 女子 

午前 午後 

 

午前 午後 

 進 行 
（遊佐） 

 

（酒一） 

 

 （東部） （酒二） 

 

集合所 （酒三） （酒三） （酒六） （酒六） 

記 録 （酒二）   （鳥海八幡） （酒二）   （鳥海八幡） 



 

＊午後の記録担当は賞状表記をお願いします。（鉛筆可） 
  全体記録：加藤（六中）25日（土）（酒田市体育館）の大会へ高校一般の部へ発送 
 

  会場・用具：当番校（酒二、遊佐）顧問   主－  （酒二） 

  その他の先生方はトイレ、観覧席、出入口付近等の巡視、観戦生徒指導をお願いします。 

 

７ 審判（練習）コート（本部は北側） 
 

 コート 担当校 コート 担当校 コート 担当校  

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 

一中（男） 
二中（男） 
三中（男） 
四中（男） 
六中（男） 
東部（男） 

鳥海八幡（男） 
遊佐  （男） 

９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 

一中（女） 
二中（女） 
三中（女） 
四中（女） 
六中（女） 
東部（女） 

鳥海八幡（女） 
遊佐  （女） 

１７ 
１８ 
１９ 
２０ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 

小学校（男） 
小学校（女） 
オープン 
オープン 
オープン 
オープン 
オープン 
オープン 

 
＊小学生男子１７コート、女子１８コートで一緒に練習する。１９～24コートはオープン 

 

  ＊審判はコートの初戦は審判当番校（小学校含む）が行う。 
（１９コートは一中男女、２０コート二中男女、２１コート三中男女、 
２２コート四中男女、２３コートは六中男女、２４コート鳥海八幡男女） 

  その後は敗者審判制とする。 

＊まずじゃんけんして練習５球で（最長２分）すぐに試合に移ること。 

 

８ その他 

   ・男女とも３位まで表彰する。 

・小学生は、成績により敢闘賞か殊勲賞を表彰する。１回勝ち敢闘 ２回以上勝ち殊勲 

放送集合をかけますので注意してください。 

・男女ともベスト８の選手は翌週（25日（土）酒田市体育館）の高校生・社会人の部に 

参加すること。（参加料は無料、敢闘賞・殊勲賞の規定は小学生と同様） 

ただし当日欠席の場合は強化部と相談し、ベスト１６以内の選手より選出するか、 

該当選手校より推薦選手とする。 

   ・選手は必ずゼッケンをつけること。（昨年度のものも可） 

   ・生徒は使用箇所以外に立ち入らないこと。 

   ・会場内外を汚さないように各校できちんと指導すること。（ゴミの持ち帰りの徹底） 

   ・貴重品の管理は、各校でしっかりと行うこと。 

・アドバイザーとして酒田市卓球協会登録者で当該校の校長・教員か、選手または校長の認めた 

指導者のうち、選手１名につき１人を認める。（スポ小は少年・少女部公認指導者） 

顧問が巡視のためアリーナを移動することは認める。アドバイザーは所定のＩＤカードを必ず

着用してください。 

（競技規則：現行の日本卓球ルール  競技場の不明な点は審判長に申し出てください。） 

・選手・観戦者・各コーチ共々、マナーアップに努めること。 

＊トラブルがないよう事前指導、ご配慮をよろしくお願いします。 


