
                                 令和４年７月１日  

飽海地区各中学校長様  

各関係団体様                            

                           酒  田  卓  球  協  会   

                            会    長   松田  文夫 

 

令和４年度 県卓球選手権大会（カデットの部） 

地区予選会について  

 

 

  盛夏の候、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、今年度も新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、８／６（土）に、県卓

球選手権大会（カデットの部）地区予選会を開催いたします。参加要項と申込書を送付

いたしますので、ご参加くださいますようご案内申し上げます。  

 

 なお、県卓球選手権県予選会（９月４日（日））会場：長井市プラザ体育館で行われる

実施要項については、県卓球協会ホームページでご確認下さい。また、新型コロナウイル

ス感染症の状況で大きな変更などありましたら、酒田卓球協会ホームページにてお知らせ

いたします。  



令和４年度 県卓球選手権大会（カデットの部）地区予選会参加要項 
１ 主催 酒田卓球協会 

２ 後援 酒田市教育委員会  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 ８月６日（土）     午前７：３０開館   

                        ８：１５開会式 ８：４０競技開始  

（１５：００終了予定） 

５ 場所 国体記念体育館 24台使用よておい 

 

６ 種目  ①男子 13歳以下シングルス   （代表 ８名） 

②女子13歳以下シングルス   （代表 ８名） 

③男子14歳以下シングルス   （代表 ８名） 

④女子14歳以下シングルス   （代表 ８名）  今年度の数代表者数 

⑤男子ダブルス（代表２組） 

⑥女子ダブルス（代表３組） 

  

７ 資格 伶和４年度日本卓球協会に個人登録している中学１，２年生以下の生徒。 

    小学校、スポ少からの申し込みは、協会少年少女部長に申し込み一括してお願い

します。また予選通過時、県予選出場可能選手であること。 

＊本大会は、該当年齢より上の種目にも参加できる。例えば、バンビ、カブ、ホープスの 

該当年齢の者が地区予選会に出場し、代表権を得ればカデットに出場できる。 

但し、シングルス２種目には出場できない。 

＊ベンチアドバイザーは、当地区協会・日本卓球協会登録者のうち、選手１名につき１人を認める。 

未登録者はベンチ入りできません。 
 

８ 試合方法，出場者数，組み合わせ 

    ･シングルス、ダブルスともにトーナメント方式で行う。 

    ･シングルス・ダブルスの出場者については、学校毎の出場制限は設けない。 

（個人登録している生徒であれば全員出場できるものとする） 

・出場数で差ゲームスマッチ 
・１ゲーム１１本、５ゲームマッチのトーナメント方式による。 

   ・組み合わせは、これまでの実績を考慮して事務局が行う。 

９  参加料 シングルス 一人６００円（小学生 500円） 

ダブルス一組 ８００円 （参加料は当日持参してください。） 

 

10  申し込み 別紙申込書に記入の上、７／２５（月）（厳守：組み合わせ時間の確保の 

ため申込みに遅れた場合は受け付けません。）まで下記へ送付すること。 

また県ランキング保持者も申込書に記入し、当日県大会参加費を納めること。 

   酒田市立第四中学校  坂本宛へ一括して申込をお願いします。←注意願います。 

FAX 0234-31-4372  メール：sakataku2013@yahoo.co.jp 

（トラブルを避けるためなるべくＦＡＸ、メール両方で申込をしてください。） 

 

 

sakataku2013@yahoo.co.jp


1１ その他  

・ニッタクプラスチックホワイトボール使用  

・選手は必ず日本卓球協会のゼッケンを付けること。 

・当番校は、酒二中、鳥海八幡中です。開館時刻まで集合して台の準備をお願いします。 

（主任：酒田二中 顧問先生）撤去は上位選手全員で行います。 

・参加選手は新型コロナ感染症対策として、試合以外のマスク着用、こまめな手洗い、 

アルコール除菌剤の準備、座席の間隔など、予防に努めること。 

当日連絡先及び健康状態申告書を当日提出し体調不良の場合は参加を見合わせること。 

・観戦は選手コーチ顧問まで認める。保護者や出場しない部員の応援観戦は控えること。 

・観覧席ではマスクをし、間を空けて座ること。 

・県選手権大会は９月４日（日）長井市プラザ体育館  

参加要項など山形県卓球協会ホームページ参照のこと http://www.ytta.net  

また、県大会参加資格を獲得した選手及び県への推薦選手は、当日大会中に受付をす

る予定ですので申込をお願いします。 

地区予選当日の申請がなければ出場辞退とみなします。 

        

 県推薦出場   
ア １４歳以下の部：前年度山形県カデットのランキング保持者または 

本年度山形県中学校卓球大会のベスト１６で、現在中学２年生の者。  

イ １３歳以下または１４歳以下の部：前年度山形県カデットのランキング持者または 

本年度山形県中学校体育大会のベスト１６で、現在中学１年生以下の者。 

ウ １３歳以下の部：前年度山形県ホープス選手権大会ランキング保持者で、 

現在中学１年生以下の者。 

エ １３歳以下の部：前年度及び本年度山形県卓球選手権大会ホープスランキング保持者で、

現在中学１年生以下の者。 
 ＊各校でご確認ください。ランキング保持者が地区予選に出場することの無いように厳守すること。 

ランキング保持者  以下の選手、他にいないかご確認をお願い致します。  

 ＊榎本佳純 きらり川南スポーツクラブ ランキング２ 

＊田村咲葵 きらり川南スポーツクラブ 昨年ランキング６ 

＊ダブルスの推薦出場はしない。 
 

尚 地区予選当日県大会への申し込みがない場合は、申請しません。 

また県ランキング上位者とランキング登場回数などを優先し申請します。 

http://www.ytta.net/


令和４年度 県卓球選手権（カデットの部）地区予選会 実施要項 案 
（詳細は当日監督会議で確認） 

 

１ 主 催  酒田卓球協会 

２ 後 援  酒田市 飽海地区中学校体育連盟 卓球専門部 

３ 主 管   酒田卓球協会中学部 

４ （１）日 時・場 所 令和４年８月６日（土）・国体記念体育館 

（２）日 程 

７：３０ ・開場 

                 ・会場準備：二中、鳥海八幡中（主任：（二中）） 

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、進行について、審判への指示事項確認、 

参加料について、県大会の申し込みについて、その他） 

８：３０ ・開会式（時間短縮のため選手は観覧席に着席）（進行・整列 坂本） 

１ 開会の言葉         （進行） 

２ 酒田卓球協会会長挨拶    （松田  卓球協会長） 

３ 審判長の注意        （後藤  酒田卓球協会審判部） 

４ 進行について、諸連絡、諸注意（坂本  酒田卓球協会中学部） 

５ 閉会の言葉         （進行） 

             ・解散前にシングルス１回戦のコート指示（進行係） 

 ８：４５  ・競技開始  進行順番 
          男女ダブルス 男女１３歳以下 １４歳以下シングルス（放送で指示） 

                     

  （１５：００）・閉会式（簡略化）           （進行・整列 坂本） 

１ 開会の言葉         （進行） 

２ 成績報告           （後藤  酒田卓球協会審判部） 

３ 表彰並びに講評       （松田  酒田卓球協会長） 

４ 諸連絡           （坂本  酒田卓球協会中学部） 

５ 閉会の言葉         （進行） 

                 

・後始末 ベスト 8以上入賞者を中心に会場・観覧席・トイレの清掃、ゴミの始末 

          →各校でも必ず見回りを 
                   ＊ゴミは各校で持ち帰りです 

酒二中 

フロアー 

酒二中 

会議室 

鳥海八幡 

トイレ 

鳥海八幡 

観覧席 

                   学校毎解散                      ＊でたゴミは当番校で持ち帰ってください。 

（３）係分担 

  ＊総 務：坂本（酒四）、池田（酒六）、三浦（酒三）、伊藤（酒六）、川田（酒一） 

  ＊審判長：    副審判長：    酒田卓球協会審判部 

  ＊会計・昼食：川田「（酒一） ＊賞状確認：池田（酒六） 賞状書き：（協会または記録担当者） 

記録・報道・県大会申し込み：伊藤（酒六） ＨＰ結果転送 坂本（酒四）  

 

・選手集合所：（全体指示：坂本敏幸）後半当番は早めの昼食をとり 

１１：４５をめどに交代 

集合所 男子 女子 

担当校 
四中 

 

 

一中 

 

東部中 

  

六中 

・進行・記録（全体調整坂本） 

 

男子 

 

女子 

  男子 女子 

午前 午後 午前 午後 

担当校 
二中 

遊佐中 

三中 

 

遊佐中 

鳥海八幡 

四中 

 

・賞状作成 坂本  

・氏名書きは鉛筆で（午後の進行・記録で）  
  

＊会場・用具：当番校（酒二、鳥海八幡）顧問 主任：伊藤（二中） 

＊閉会後、各陣地の観覧席を最終点検しゴミや忘れ物のないようにすること。 

 

 



（４）審判コート ２４コート      本部席（西側設置） 

コート 担当校練習 コート 担当校 コート 担当校練習 

１ 一中（男女） ７ 鳥海八幡（男

女） 

13 スポ少・クラブフリ

ー 
２ 二中（男女） ８ 遊佐（男女） 14 スポ少・クラブフリ

ー 
３ 三中（男女） ９ 中学フリー 15 スポ少・クラブフリ

ー 
４ 四中（男女） 10 中学フリー 16 スポ少・クラブフリ

ー 
５ 六中（男女） 11 中学フリー 17 スポ少・クラブフリ

ー 
６ 東部（男女） 12 中学フリー 18 スポ少・クラブフリ

ー 
      ＊前半

練習 

準備完

了より

前半男

子約 20

分間 

後半女

子約 20

分間 

放送指

示コー

ト 

担当校練習 コート 担当校 コート 担当校練習 

１ 一中 ９ 一中 １７ スポ少・クラブフリー 

２ 二中 １０ 二中 １８ スポ少・クラブフリー 

３ 三中 １１ 三中 １９ スポ少・クラブフリー 

４ 四中 １２ 四中 ２０ スポ少・クラブフリー 

５ 六中 １３ 六中 ２１ スポ少・クラブフリー 

６ 東部 １４ 東部 ２２ スポ少・クラブフリー 

７ 鳥海八幡 １５ 鳥海八幡 ２３ スポ少・クラブフリー 

８ 遊佐 １６ 遊佐 ２４ スポ少・クラブフリー 

＊前半練習 準備完了より前半男子約 20分間 後半女子約 20分間 放送指示  

審判最初は割り当て審判。その後敗者審判制。変更もあるので放送に注意 

試合→敗者本部まで対戦表持参→次の対戦表を選手集合所へ→次の対戦者は対戦表をもって台へ 

      

（５） 競技規則：現行の日本卓球ルールによる。特に注意すべき確認事項 一部新型コロナウイルス感染症

対策ルールとする。（酒田卓球協会における感染拡大予防ガイドライン参照） 

 

① 個人戦でのアドバイザーとして、選手１名につき１人を認める。ただしマスクを着用すること。 

② 促進ルール・タイムアウトは適用しない。 

③ 新型コロナ感染症対策ルールとして、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。試合中マスク使用は個人の選択とする。 

 

（６）その他競技上の注意： 

① 服装はＪＴＴＡワッペンの付いたものとする。選手は日本卓球協会のゼッケンを付けること。 

② 試合球は日本卓球協会公認球とし、４０ｍｍニッタクホワイトプラスチックボールとする。 

③ コートに入ったら、すぐジャンケンし 3本練習以内に試合を開始する。 

④ コートに入るときは競技服装で入ること。 

⑤ 審判は初戦を各校割り当てで行い、それ以降は敗者審判とする。（計時をしっかりすること） 

敗者は対戦用紙を本部に届け、その後、選手集合所まで次の試合の対戦用紙をもっていくこと。 

 

（７）進行：→男女ダブルス 男女シングルス決勝 

   

（８）表彰：シングル個人３位まで表彰する。 

 

（９）組み合わせ：協会中学部事務局で、責任を持って行う。 

 

（10）その他の注意事項： 

  ・参加選手は新型コロナ感染症対策として、試合以外のマスク着用、こまめな手洗い、座席の間隔な 

ど、予防に努めること。当日体調不良の場合は参加を見合わせること。 

＊健康状態申告書をチームごとまとめて提出願います。  

観客は参加選手、コーチ、顧問までとし、一般観覧者はなしとする。 

 ・貴重品の管理は、各校でしっかり行うこと。ゴミは持ち帰ること。 

     ・審判は、本部脇に待機し、ボールや用具は必ず本部に返却すること。 

・使用箇所以外は立ち入らない。 

   ・会場内外を汚さない。（ゴミの持ち帰りの徹底・土足厳禁） 

   

＊県選手権 ９／４（日）長井市プラザ体育館には、 

各シングルス代表は男子８名 女子８名 ダブルス男子 2組、女子 3組（代表決定戦） 

推薦選手 参加要項及び山形県卓球協会ホームページ参照のこと http://www.ytta.net/ 

県大会参加資格を獲得した選手及び県への推薦選手は、当日申し込みを行うこと。 

http://www.ytta.net/


令和４年   月   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 県卓球選手権（カデットの部）地区予選 

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  

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> 



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。 

＊参加選手及び観覧者は、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。コーチは受付で提出すること。（各校で予め選手・

観覧者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、除菌に努めること。 

 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。 

 

＊個人戦でのアドバイザーとして、選手１名につき１人を認める。ただしマスクを着用

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。タオルは台に

かけないこと。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。 

 

＊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。審判後の観戦はせず、速やかに帰宅すること。 

 

＊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カード着用本部部で受け取り、
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。 

＊卓球台の準備は当番校で、撤去はベスト 8選手以上選手を中心に選手全員で行う。 

 


