
令和 4年度 第１回島根オープン小中学生卓球大会 要項 

 

1. 大会名   令和 4年度 第１回 島根オープン小中学生卓球大会  

2. 主 催   一般社団法人島根県卓球協会 

3. 主 管   一般社団法人島根県卓球協会ホープス委員会 

          島根県中学校卓球専門部  島根県ホープス卓球協会 

4. 協 賛   日本卓球株式会社  

5. 招待ﾁｰﾑ 山陽学園中・明誠 U15・出雲北陵中・松徳学院中 

6. 会 場   島根県立浜山公園体育館 （カミアリーナ） 

        〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木 1868-10 

        （ＴＥＬ 0853-53-4533 ＦＡＸ 0853-53-4556） 

7. 期 日   令和 4年 9月 24日（土）～9月 25日（日） 【２日間】 

8. 種 目  【1日目】 

      ①男子団体                                 

           ②女子団体                               

   【2日目】  

③中学生男子シングルス  （中 3以下）            

④中学生女子シングルス  （中 3以下）            

⑤ホープス男子シングルス （小学 6 年生以下） 

➅ホープス女子シングルス （小学 6 年生以下） 

⑦カブ男子シングルス    （小学 4年生以下） 

⑧カブ女子シングルス    （小学 4 年生以下） 

⑨バンビ男子シングルス   （小学 2 年生以下） ＊バンビ台使用 

⑩バンビ女子シングルス   （小学 2 年生以下） ＊バンビ台使用 

9. 競技日程 

【9月 24日（土）】 （団体戦）      8：00～開館 （準備～） 

                       8：45～練習開始予定 

                       9：30～監督会議 

                             10：00～開会式 

          10：20～試合開始（団体戦） 

【9月 25日（日）】 （個人戦）     8：00～開館  

        9：00～試合開始（個人戦） 

 

10. 参加資格 2022年度 日本卓球協会選手登録をおこなっている中学 3年生以下の選手。 

（1）本大会は、県内外から幅広く参加者を募集とします。 

 

 



（2）参加数は次の通りとする。 

①男女団体の部  ［学校・クラブ］ 各 2チームまで 

②男女小中学生シングルスの部  ［学校・クラブ］ 各カテゴリー16名まで 

（3）施設運営上、1,000 人規模の大会を予定しております。 

（申込状況によっては、参加を制限させて頂く場合もありますのでご理解下さい。） 

         ＊下位のカテゴリー選手が上位種目に参加は可能です。 

 11. 競技ルール 

〇現行の日本卓球ルールによって実施する。  

           〇試合は 5ゲームマッチとする（ただし、参加数によって変更があります） 

〇個人戦のアドバイザーは準々決勝から認める（バンビの部は 1回戦から認める） 

〇タイムアウトは団体戦・個人戦とも適用しない。 

〇ゼッケンは 2022年度日本卓球協会指定のものを使用すること。 

             〇本大会のシングルスバンビの部は 66ｃｍの台を使用する。    

 

12. 試合方法 

〇団体戦は予選リーグを行い、決勝トーナメント及び順位トーナメントを実施（参加人数によって

変更があります） 

〇個人戦はトーナメントとする。（参加人数によって変更があります） 

 

【団体戦】 

〇団体戦は 1チーム 6～8名で編成し、4単 1複で 3 番ダブルスとする。 

１人の選手がシングルスかダブルスの 1試合しか出場出来ない。 

〇団体戦のチームは同一学校・同一クラブチームを原則とする。 

団体戦の登録チームで人数が足りないところは、大会本部で出来る限り調整しますのでご連

絡ください。（大会本部での調整チームのみ混合チームを認める事とする） 

 

13. 試合球   ニッタク ３スタープレミアムクリーン 

14. 参加料   団体戦：３，０００円/チーム  個人戦：８００円/人 

15. 申込締切 令和 4年 8月 15日（月） 

16. 申込先＆問合せ先  

 

    〒697-0015  島根県浜田市竹迫町 2701-14 （SRE卓球ショップ浜田店内） 

                  岡本 慎司 気付  （一社）島根県卓球協会ホープス委員会   

  電話 0855-22-6900  

                 携帯 090-9068-2785 

                 Mail sre.hamada@my.izumo-net.ne.jp     

 

 

mailto:sre.hamada@my.izumo-net.ne.jp


17. 申込方法 〇申込はメールでお願いします。電話での申込は受付けません。 

             （申込締切後、1週間以内にメールでの返信が無い場合は、岡本までご連絡下さい） 

〇締切りを過ぎた申込・選手変更は受付出来ません。 

 

18. 参加費の納入方法   

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 表 彰   団体戦・個人戦とも第 3位まで賞状及び副賞を贈る。 

 

20. その他     ①本大会は無観客試合とする。 

②団体戦は、１チームにつき監督・コーチ 2名までベンチコーチ及び入館を認める。 

③個人戦は男子選手に対し 2 名まで、女子選手に対し 2 名まで、アドバイザーとして入館を認

める。（ただし、個人戦の参加数が男女 3名以内の場合は各 1名のみ入館を認める） 

④バンビの部に出場選手に対しては、選手 1 名につき 1 名の引率の方の入場を認め、アドバイ

ザーとして試合につくことが出来る（申込書の保護者欄の申請が必要） 

⑤会場へは団体戦・個人戦ともに、受付時にお渡しするコーチ証がないと入れません。 

（申込書での申請必要） 

⑥参加選手は、背中部分に必ずゼッケン（２０２２年度日本卓球協会指定ゼッケン）を付けること。 

⑦団体戦のユニフォームはチームで揃えること。 

⑧審判は参加者による相互審判及び敗者審判とする。 

⑨競技中の事故については、主催者側は一切の責任を負いません。 

⑩大会要項、参加申込書は島根県卓球協会 HPに掲載していますので、ご利用下さい。 

（URL https://www.shimane-kentaku.org）                       

 

21. 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

今後コロナ禍の状況により内容が変更される可能性があります。 

 

①受付では「健康状態申告書」を提出して下さい。 

 

【口座振込】 ⇩下記の口座へお振込み下さい。 

     

     山陰合同銀行 島根医大通支店 普通口座 4522310 

 （口座名義）    （一社）島根県卓球協会ホープス委員会 

               代表理事 石田 和也   

 

《恐れ入りますが、振込手数料は申込者様でご負担下さい》 

     〇参加料の振込が無ければ、申込手続きが完了しませんので、責任者の方は必ず 

申込期限までに参加料の振込を済ませて下さい。 

〇参加料の銀行振込は、必ず参加されるチーム名で振込願います。 

〇申込期限が過ぎてからのキャンセルは、一切返金出来ませんのでご了解下さい。 



参加申込書に記載してある監督、コーチにはコーチ証を配布しますので会場で必ずつけて下さい。 

 

②学校での出場に関しては、大会 10日以内に生徒または・教職員に新型コロナウイルス感染者が発生し

た場合については、大会参加の可否について保健所等の指示を受け、校長が判断するとします。 

クラブチームでの出場に関しては、大会 2 週間以内にチーム内で新型コロナウイルス感染者が発生し

た場合は、大会実行委員にご連絡いただき、協議することとします。 

 

③参加者に次の症状が見られた時には大会参加を見合わせてください。 

◎大会前 10日以内で以下の事項に該当する者 

ア 平熱を超える発熱(おおむね 37度５分以上)がある 

イ 風邪の症状(咳、のど痛みなど) 

ウ 倦怠感(だるさ・体が重い・疲れやすいなど)、呼吸困難(息苦しさなど)がある 

エ 嗅覚や味覚の異常がある 

オ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある 

カ 同居家族が新型コロナウイルス感染症を発症した 

キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる者(上記の症状を有する者)がいる 

ク 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がある 

 

④会場内での動きについて 

ア 試合時以外ではマスクの着用をして下さい。 

イ 大会中に大きな声で会話しないでください。 

ウ 観覧席・ベンチでの応援については拍手のみとし、声を出しての応援はしないで下さい。 

エ タオルの共用はしないでください。 

オ 飲料は自分専用のものを飲み、回し飲みはしないでください。                   

カ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施して下さい。 

（アリーナへの出入りの際は必ず行うこと） 

キ トイレの後などでは必ず石鹸を使って手を洗うこととします。 

（手洗いは３０秒以上） 

 

⑤試合中について 

ア 試合前後の握手はしないでください。（一礼のみ） 

イ 試合中の選手は大きな声を出さないようにしてください。 

ウ 卓球台の上を手で拭かないでください 

エ シューズの裏を手で拭かないでください 

オ ラケット交換は行いませんが、相手へラケットが見えるよう提示してください。 

 

⑥大会終了後 10 日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、申込先である島根オープン小

中学生卓球大会実行委員（岡本）に速やかに報告してください。また、濃厚接触者の有無等についても

報告してください。 

 


