
 

令和４年４月１５日  

 

飽海地区各中学校長殿 

 

                        酒 田 卓 球 協 会 会 長

                            松田 文夫  

                   

 

令和４年度 憲法記念中学校卓球大会の開催について 

 

 

 桜の咲く季節となりました。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４年５月３日（火・祝）に標記の大会を開催いたします。新型コロ

ナ感染症対策を十分行いながらの開催となります。参加要項と申込書を送付いた

しますので、年度始めで慌ただしい時期とは思いますが、御参加くださいますよ

うご案内申し上げます。  



令和４年 憲法記念中学校卓球大会 参加要項 
１ 主催   酒田卓球協会 

２ 後援    酒田市 酒田市体育協会 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４年５月３日（火・祝） 

         午前７：３０開場    午前 ８：３０開会式  

         午前９：００競技開始    午後１６：００終了予定 

５ 場所   酒田市体育館 

６ 種目   団体戦 ダブルスあり 個人戦 

（団体・個人戦全て 3 ゲームマッチ、2 ゲーム先取で行います。） 

 

７ 出場資格 令和３年度に酒田卓球協会に加盟登録している飽海地区中学校に在籍している生徒 

       監督・コーチ・アドバイザーも本地区協会登録をしていること。 

   （ただし、団体人数に満たないチームはオープン参加、昨年度未登録生徒をいれても可とする。） 

 

８ 試合球 ニッタク公認球 プラスチック球 

 

９ 試合方法、組み合わせ 

      （１）団体の部 

       ・各校男女１チームの出場とし、予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。 

        トーナメントは３ゲームマッチ２ゲーム先取で勝敗決定時まで行う。 

ただし 5番は 1ゲームで決着のゴールデン方式を採用する。 

       ・現行の日本卓球ルールおよび県中体連グランドルール、新型コロナ感染症対策案に

よって競技を行う。 

       ・選手は各チーム６人以上～8人。 

       ・各校 1~2名の世話係保護者のギャラリーへの入場を認める。 

              ・組み合わせは、令和３年度の地区新人総体の結果を参考に事務局で決定する。 

       ・本大会までの団体戦結果を参考に地区総体の団体戦シードを考察する。 

       ・１Ｓ ２Ｓ ３Ｗ ４Ｓ ５Ｓ の順で 3番にダブルスをおく。 

（２） 個人の部 

・各校男女とも出場数を制限しない。 

       ・トーナメント方式とする。 

       ・組み合わせは、前年度の地区新人総体結果等を参考にして事務局で行う。 

 

10 参加料  １チーム ４０００円    個人１人 ６００円 （当日持参） 

 

11 申し込み  別紙申込書に記入の上、４／２６（火）16:45まで 

（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） 

   男女団体・個人戦  酒田四中 坂本 敏幸 宛 

ＦＡＸ ０２３４－３１－０９１１ メール転送先 sakataku2013@yahoo.co.jp 

 

12 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。 

      ・新チームのためユニフォームがそろわなくても可とする。 

      ・前回（令和元年度）優勝校（男子：酒田四中  女子：酒田四中） 

       個人戦の優勝杯（酒田四中：熊谷楓希 酒田六中：菅原麻莉）返還をお願いします。 

・大会当番校は、酒一中・酒四中・遊佐中の予定です。台だしなどお願いします。 

・各校の入場者はまとめて、連絡先および健康状態申告（別紙）を当日提出すること。 

mailto:sakataku2013@yahoo.co.jp


令和４年度 

憲法記念中学校卓球大会 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年５月３日（火） 酒田市体育館 

主催   酒田卓球協会 

後援   酒田市 （財）酒田市体育協会 

          飽海地区中学校体育連盟 

主管    酒田卓球協会中学部      

 



令和４年 憲法記念中学校卓球大会 実施要項 （当日再度確認します。） 
１ 主催   酒田卓球協会 
 
２ 後援    酒田市 酒田市体育協会 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４年５月３日（火・祝）・酒田市体育館 

 

５ 日程： 

    ７：３０  ・開場 

・会場準備：酒一中、酒四中、遊佐中 主任：酒一顧問 

        ・準備出来次第、練習コートで練習 前半男子 後半女子 

  ８：１０  ・監督会議（組み合わせの確認、棄権の有無、進行について、審判への指示事項確認、              

参加料について、市体育大会について、その他）（短時間で終了） 

     

８：３０    ・開会式は簡略して行う。      （進行・整列 坂本）  

※選手はギャラリー開会式 

                  １ 開会          

         ２ 大会会長挨拶        （松田 酒田卓球協会会長） 

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

                  ４ 閉会          

  ８：５０ 

 ・競技開始（団体→可能な個人戦から始めます。） 

   

（１４：００） ・閉会式はなし。       （進行 坂本） 

                  １ 表彰          

         ２ 諸連絡           （坂本  酒田卓球協会中学部） 

                   ＊解散           

       

後始末 個人戦ベスト 8 以上選手で行う。（後始末主任：酒四中顧問）                           

 

 フロアー 

男子 8以上 

観客席 

女子 8以上 

台撤去 

男女８以上 

 ＊観覧席等のゴミの始末は各校持ち帰り。 

 ＊後始末で出たゴミは当番校顧問で。 

 

６ 進行：団体戦→可能な個人戦へ 団体・個人戦 3 ゲームマッチ  

 

７ 審判：団体戦－対戦校相互審判   

個人戦－敗者審判 ベスト 8 以上の選手以外は、審判終了次第、帰宅すること。  

 

８ 表彰：団体３位まで表彰する。 

 
９ 係分担 コロナ健康チェック受付（酒田卓球協会：             ） 

 総 務：坂本（酒四）、池田（酒六）、三浦（酒三）伊藤（酒六） 

 審判長：  （酒田卓球協会審判部）副審判長：  （酒田卓球協会審判部） 

 会 計：卓球部顧問 川瀬（酒一）賞状確認：三浦（酒三） 賞状書き：記録担当 

          ＨＰ記録報告 坂本（酒四）ＨＰ：加藤（協会） 

 

 

 



  全体調整： 

坂本（酒四） 

男子 女子 

午前 午後 午前 午後 

進 行 （酒二） 

  

 

（酒三） 
 

（遊佐） 
 

（酒六） 
 

     

記 録（男女） （酒一）    （鳥海八幡） 
 
（東部） 

 

（鳥海八幡） 

 ※記録は２部作成し、伊藤先生（酒六中）に提出すること。          １２：００前で交代        

   会場・用具：当番校（酒一、酒四、遊佐）顧問（主（酒一））午後の係の先生早めの昼食を 

10 審判（練習）コート及び練習コート 前半男子 15 分 後半女子 15 分目安で、交代し練習する。                                                                 

１  一中 ９ 一中 17   一中 

２   二中 10 二中 18   二中 

３   三中 11  三中 19   三中 

４   四中 12 四中   20  四中 

５   六中 13 六中 21   六中 

  ６  鳥海八幡 14 鳥海八幡   22   鳥海八幡 

７   東部 15 東部 23  東部 

８ 遊佐 16 遊佐 24   遊佐 
  
不参加校の台はオープンとする。                                          

団体戦は相互審判とする。審判はエントリーメンバー以外でも可。エントリーメンバーは  

同一校であれば変更可。オーダー交換は試合コートで行う。  

11 競技規則：現行の日本卓球ルールによる。 特に注意を要する規則   

① 審判に対するアピールは、団体戦では監督（いないときは主将）とする。 

② 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、１名を認める。ただし途中からのベンチ入りは認めるが途中交代は認めない。また、１度出たベン

チに戻ることも認めない。ＩＤカードを必ず着用すること。 

③ タオル使用は、自陣におき、両者の得点合計が６の倍数の時にのみ認める。 

④ 競技者は、１マッチのゲームとゲームの間に１分以内休憩時間を要求することができる。但し、 

ラケットは台上に置いておくこと。（タイムアウト制適用しない）ゲーム間のチェンジコートあり。 

⑤ サービスは、手のひらから１６㎝以上あげ、落下中を打球。フリーハンドで隠さない。 

⑥ 団体戦のユニフォームは、チームで統一することが望ましいが新チームのためそろわなくても可。  

（審判長に申請をお願いします。） 

⑦ アドバイスは１分以内で行う。それ以上長くならないこと。 

⑧  新型コロナ感染症対策を行いながら試合を進行する。（別紙新型コロナ感染症対策確認事項参照） 

＊不明な点は審判長に申し出ること。 

                                                                              

12 その他（次のことを各出場校でも徹底した指導をお願いします。）                        

  ・コートに入る時は競技服装で入り、すぐジャンケンし 5 球練習後に試合を開始する。                   

 ・ラバー張り替えは、外で行うこと。  

・貴重品の管理は、各校でしっかり行うこと。                                           

・会場内外を汚さない、破損しないこと。（土足厳禁・ゴミの持ち帰り） 

・参加校は新型コロナ感染症対策を行い、入場の際は健康状態申告書をまとめて提出すること。 



新型コロナ感染症対策確認事項 

参加選手及び観覧者のご協力をお願いします。 

＊参加選手・コーチ及び運営者は、マスク着用（選手は、試合以外はマスク着用）で、 

こまめな手洗い、座席の間隔（横は１つ以上あける）など、予防に努めること。また、 

当日体調不良の場合は参加及び入場を見合わせること。 

＊健康状態申告書を学校ごとまとめて提出すること。また観戦は選手・コーチ・顧問まで

とし保護者の原則観戦はできない。ただし各校世話係保護者１～２名とコーチは受付で

提出すること。（各校で予め選手・コーチ・顧問に健康状態申告書を配布。酒田卓球協

会ＨＰにも掲載済） 
 

＊朝の練習は割り当てコートを使用すること。各校でアルコール除菌などを用意し、除菌

をすること。会話を極力しないで練習すること。また自分たちの練習以外のボールは、

極力触らないこと。（拾ってやる行為はしない。）練習は前半と後半に分かれて行う。 

 

＊アドバイザーはマスクを着用すること。 

 

＊促進ルール・タイムアウトは適用しない。また選手間の握手はしない。1ゲームごと

のチェンジコートは行う。試合以外、試合直後以外はマスクを着用すること。 

試合の始めと終わりの挨拶はきちんと行うこと。声出し応援は、マスクをして行う。 

 

＊審判はゲームの始めと終わりに、準備されたアルコール除菌液（ミストタイプ）で選

手の手などの除菌をすること。また試合終了後に審判グッズを本部まで返却し、除菌

したものと交換すること。 

 

＊使用箇所以外は立ち入らないこと。また会場内外を汚さないようにすること。特に自動
販売機のゴミ箱に捨てないこと。（ゴミの持ち帰りの徹底を）昼食は各校でとる。    

 

＊貴重品の管理は、各校・各自でしっかり行うこと。 

＊ラバーはギャラリーでははらないこと。予めはってくること。 

＊アリーナには選手、監督、指導者以外は入れない。ＩＤカードは帰りに本部に返却する
こと。（除菌は本部で行う。） 

またガムをかみながらのベンチ入りはしないこと。 

＊飲食は観覧席で可能ですがフロア内は水分補給のみとする。また除菌液などこぼさない
ようにすること。 

＊卓球台の準備・撤去は当番校で行う。 

 



令和４年５月３日  

各   位 

酒田卓球協会 

会長 松田 文夫 

連絡先および健康状態申告のお願い 

 

新型コロナウイルスの感染予防のため、今大会参加にあたり以下の情報提供をお願い致しま

す。ご記入の上、大会当日持参し、受付に学校ごとまとめてご提出ください。 

なお、提出された個人情報の取り扱いには十分配慮いたします。 

 

大 会 名 令和４年度 憲法記念中学校卓球大会 

学校名 ：  

 

中 学 校 

＜参加形態＞  〇を付けてください。 

 

１．選手    ２．監督（コーチ、顧問等） 

 

3．役員    ４．その他 

氏 名 ：  年齢： 

 

 

住   所：〒 

        山形県酒田市  

連絡先（電話番号）： 

 

大会当日の自宅での体温 

（         ）℃ 

大会会場での体温 

（         ）℃ 

大会前２週間における以下の事項の有無 
 
平熱を超える発熱（おおむね 37度５分以上） □ あり □ なし  

咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 □ あり □ なし  

倦怠（けんたい）感（だるさ・体が重い・疲れやすいなど）、 

呼吸困難（息苦しさなど） 
□ あり □ なし  

嗅覚や味覚の異常 □ あり □ なし  

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 □ あり □ なし  

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生 □ あり □ なし  

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触 
□ あり □ なし  

   用紙はコピーしてお使いください。 

 ＜連絡先＞ 酒田卓球協会 事務局 

事務局長  加藤   健 

TEL 090-5189-1118 

Mail <k.k.n.a_0606_1106@galaxy.ocn.ne.jp> 


