
平成２３年度 憲法記念中学校卓球大会 参加要項 
 
１ 主催   酒田市卓球協会 
 

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   平成２３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   酒田市国体記念体育館 
 
６ 種目   団体戦／個人戦 （設置台数２７台） 
 
７ 出場資格 平成２２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 
 
８ 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、トーナメント方式とする。 
       ・現行の日本卓球ルールおよび県中体連グランドルールによる。 
       ・選手は各チーム６～８名。 
              ・組み合わせは、平成２２年度の各主要大会の結果を参考にシードを選出し、残りは

当日抽選とする。 
       ・本大会の団体戦までの結果をふまえて地区総体の団体戦シードを決定する。 
      （２）個人の部 

・ 各校男女各１２名以内とするが、１年生を２名以上入れるものとする。 
（１年生が０名であれば１０名まで、１年生が１名であれば１１名までとする。） 

       ・トーナメント方式とする。 
       ・組み合わせは、前年度のシードを参考にして事務局で行う。 
 
９ 参加料  １チーム ３０００円    個人１人 ５００円 （当日持参） 
 
10 申し込み  別紙申込書に記入の上、４／２４（日）まで（ＦＡＸ可） 
         団 体 用：平田中  坂本 敏幸 宛 
         個人男子用：平田中  坂本 敏幸 宛 
         個人女子用：酒田六中 阿部 直喜 宛 
 
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。 
      ・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。 
      ・前年度優勝校（男子：酒田三中  女子：酒田五中） 
       優勝者（男子：笹原竜太 酒三中  女子：小野寺美典 平田中） 

は、優勝杯の持参をお願いします。 
・大会当番校は、酒一中・酒四中・平田中の予定です。 

早朝の台だしなどよろしくお願いします。 



                        平成２３年度 憲法記念中学校卓球大会 実施要項 
＊詳細の分担は新年度の役員、顧問で行います。当日提案させていただきます。 

１ 日時・場所： 平成２３年５月３日（火・祝）・酒田市国体記念体育館 
２ 日程： 
    ７：３０  ・開場 

・会場準備：酒一中、酒四中、平田中 主任：佐々木（酒一） 
        ・準備出来次第、練習コートで練習 
  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） 
    ８：２０    ・開会式     （進行・整列 酒一中） 
                  １ 開会の言葉         （新舘 啓一 酒田卓球協会中学部） 
         ２ 優勝杯返還 （男子団体酒三中・女子団体酒一中） 
          （男子個人 笹原竜太（酒三中）女子個人 小野寺美典（平田中） 
         ３ 大会会長挨拶        （宇野 直之 酒田卓球協会会長） 
         ４ 審判長の注意        （加藤  健 酒田卓球協会審判部） 
         ５ 進行について、諸連絡、諸注意（坂本 敏幸 酒田卓球協会中学部） 
                  ６ 閉会の言葉         （新舘 啓一 酒田卓球協会中学部） 
  ８：４０    ・各顧問より自校への指示 
   ９：００  ・競技開始（団体戦→個人戦（負けたチームの選手から個人戦）の順に。） 
  （４：００） ・閉会式     （進行・整列 酒四中） 
                  １ 開会の言葉         （阿部 直喜 酒田卓球協会中学部） 
         ２ 成績報告          （加藤  健 酒田卓球協会審判部） 
         ３ 表彰並びに講評       （宇野 直之 酒田卓球協会会長） 
         ４ 諸連絡           （坂本 敏幸 酒田卓球協会中学部） 
                  ５ 閉会の言葉         （阿部 直喜 酒田卓球協会中学部） 

後始末 当番校で会場（後始末主任：坂本（平田中））                           
 一中 

フロアー 
四中 
観客席 

平田中 
トイレ・会議室 

 ＊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で持ち帰る。 

 
３ 進行：団体戦→個人戦（個人戦は団体戦の負けたチームから随時入れていく。） 
４ 審判：団体戦－対戦校同士  個人戦－各校に割り当て＋敗者審判 
５ 表彰：団体・個人ともに３位まで表彰する。 
６ 係分担： 
 総 務：坂本敏幸（平田）、加藤良哉（酒四）、新舘啓一（酒三）、阿部直喜（酒六） 
 審判長：加藤 健（酒田卓球協会審判部）、副審判長：新田 豊（酒田卓球協会審判部） 
 会 計：佐藤美穂（酒一）賞状確認：加藤（酒四） 賞状書き：吉宮 徹（協会） 
 組み合わせ：男子：坂本（平田） 女子：阿部（酒六） 

全体調整： 
坂本（酒六） 

男子 女子 
午前（個人戦から） 午後 午前（個人戦から） 午後 

進 行 
（酒三） 
（酒四） 

 

（鳥海八幡） 
（酒二） 

（遊佐） 
 

（酒一） 
 

集合所 （酒一） 
（個人戦より） 

 

（酒三） 
 

（酒四） 
（個人戦より） 

（酒六） 

記 録（男女） （飛鳥） （遊佐） 
 
（飛鳥） 
 

（遊佐） 

 ※記録は２部作成し、加藤良哉先生（四中）に提出すること。           １２：００前で交代        
   会場・用具：当番校（酒一、酒四、平田）顧問（主（酒一））午後の係の先生早めの昼食を 
   その他の先生方はトイレ、観覧席、出入口付近等の巡視をお願いします 



７ 審判（練習）コート及び練習コート                                                                 
１  一中（男子） 10  一中・二中  （男子） 19   一中（女子） 
２   二中（男子） 11  三中・四中  （男子） 20   二中（女子） 
３   三中（男子） 12  六中・平田  （男子） 21   三中（女子） 
４   四中（男子） 13  鳥海八幡・飛鳥（男子） 22  四中（女子） 
５   六中（男子） 14   遊佐（男女） 23   六中（女子） 
６  平田（男子） 15   一中・二中（女子） 24   平田（女子） 
７   鳥海八幡（男子） 16   三中・四中（女子） 25  鳥海八幡（女子）  

８   飛鳥（男子） 17   六中・平田（女子） 26   飛鳥（女子） 

９  遊佐（男子） 18  鳥海八幡・飛鳥（女子） 27  遊佐（女子） 
 不参加校の台はオープンとする。初回審判 三中男子                                          

審判は団体戦は対戦校同士、個人戦は１回目は各校割り当てで行う。  
２校の場合は部員数の多い学校が審判を担当する。 
その後初戦以降個人戦は敗者審判とする。審判の指導もよろしくお願いします。  

                                                                                           
８ 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）、個人戦では本人とする。 
② 個人戦でのアドバイザーとして当該校の校長・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。ただし途中からのベンチ入りも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。選手が自分のコートを移動し、アドバイスを 
受けることも認めない。（顧問が巡視のためアリーナを移動することは認める） 
ＩＤカードを必ず着用すること。 

③ 促進ルールを適用する。（９－９からは入らない） 
④ タオル使用は、両者の得点合計が６の倍数の時にのみ認める。 
⑤ 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） 
⑥ 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。 
⑦ 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。 
⑧ 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。 
＊不明な点は審判長に申し出ること。 

                                                                              
９ 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。）                        
   
 ・コートに入ったら、すぐジャンケンし２分練習後に試合を開始する。                   
 ・コートに入るときは競技服装ではいること。                                           
 ・選手及び応援者は使用箇所以外は立ち入らないこと。                                            
  ・ラバーはラバー張り替え所で行うこと。 
 

・ 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）                             

 



平成２３年度 憲法記念中学校卓球大会 参加申込書（団体戦）

学校名 （男・女）

監督・引率

指導者

学年

主将

選手

〃

〃

〃

〃

〃

〃

上記の者は本校生徒であり、健康上問題もなく、標記大会への出場を認めます。

酒田市卓球協会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　平成23年　　月　　日

申込責任者　　　　　　　　　　　　印

【団体の部】



平成23年度 憲法記念中学校卓球大会 参加申込書（個人戦）

学校名 （男・女）

監督・引率

指導者 団体戦へ記載

校内順位 選　　手　　名 学年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

上記の者は本校生徒であり、健康上問題もなく、標記大会への出場を認めます。

酒田市卓球協会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　平成23年　　月　　日

申込責任者　　　　　　　　　　　　印

注意：１年生を２名エントリーの場合は最大１２名まで出場可能
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