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◆開会式・閉会式等 
開会式および閉会式は、コロナ禍の状況等をふまえ、省略します。 

  当日、選手等は観客席等にて待機いただき、本部から９時を目途に「競技上の注意」を説明いたし

ます。 

  閉会式は行いません。終了種目ごとに入賞者を表彰します。 

 

 

◆大会役員 
会長   峯村威男 

副会長   宮嵜邦男／高沢明／竹内和男／狩野幸伸 

顧問   小林義直／内山雅史／風間和夫／成田靖 

競技委員長  小林健一 

競技副委員長  酒井国充／西澤博史／峯村卓志 

競技委員     岡村雄一郎／前川亘 

審判長      小田切宗仁 

副審判長     瀧沢直正 

進行委員長    宮本純 

副進行委員長 関良一／山岸求／湯本晃 

記録委員     北澤良／小宮大／山本康博／関圭子／宮澤由衣 

総務委員長    米望和美 

総務委員      野口みどり／飯島真喜子／丸山千恵美 

放送   小山英子／勝田さよ子／西澤まゆ美／塚越明子／吉江雅世 

会場            伊藤正憲／岸田忠士／牧野貴成／大沼透輝 

審判員       一般クラブ員 市内高校卓球クラブ員 
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◆◆◆第４3回長野オープン卓球大会の競技上の注意等◆◆◆ 

 

本大会は、新型コロナ感染拡大予防をふまえた「日本卓球協会が制定するガイドライン」等に基づき、

参加選手、大会役員等の「健康と感染拡大防止」を第一義に、最大限の感染予防対策を講じて実施

します。参加選手、関係者の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 なお、プログラム等は事前にメール送付しますので各チームで出力し参加選手へ配布願います。事務局

からの当日配布は行いません。棄権がある場合は、当日大会事務局へ申し出願います。 

 

１．競技ルール等について 

 （１）現行の日本卓球ルールで行う。ボールは VICTAS を使用する。 

 （２）選手は、日本卓球協会が配布するゼッケン等の着用を必須とする。 

 （３）予選リーグの上位選手による決勝トーナメントを行う。（但し、混合ダブルスのみトーナメント

戦）試合順序は、①男女ダブルス、②混合ダブルス、③男女年代別シングルス・男女シングル

ス、で行う。 

（４）審判は、相互審判および、敗者審判制とする。 

 

２．競技上の注意について 

（１）試合中のマスクは外すことを認める。試合以外は必ずマスクを着用する。 

（２）チェンジコートは行わない。 

（３）卓球台の上で手を拭いたり、シューズの裏等を手で触れない。 

（４）試合前後の握手は行わない。 

（５）審判は、自前の手袋を着用する。 

（６）リーグ戦・トーナメント戦（１試合）終了ごとに卓球台・ボールを消毒する。 

（敗者がボールと台の消毒を行う） 

（７）試合終了ごとに手洗い、消毒をする。（各選手等にて） 

（８）審判は、極力ボールに触れない。 

（９）記録用紙への記入は、予選リーグ戦ではリーグの審判が結果を記入し、予選リーグ最下位の選

手が本部席へ提出する。 

なお、決勝トーナメントはオーダー用紙を勝者が本部へ持参し、敗者は次戦の当該コートの審判

を行う。 

 

３．表彰について 

（１）プログラム記載の上位選手に、賞状・景品を授与する。 

（２）各種目の競技終了後に、順次表彰を行う。 
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４．開会式までの諸注意について 

（１）会場は８時 30 分開場予定とし、競技上の注意は 9 時 00 分を予定する。（選手等は観覧

席） 

（２）監督・コーチ・保護者・選手は、事前配布している「健康状態申告表」を各自持参し、当日、

受付で検温を必ず実施した上で「健康状態申告表」を提出する。なお、検温において 37.5℃

以上の体温が計測された場合等は、帰宅していただく。 

（３）検温終了後、全員観客席へ移動し一時待機をすること。各チームの代表者はアナウンスがあり

次第、受付で領収書の受取りを行うこと。 

※当日参加料を納める代表者は必ず納入をお願いします。 

（４）受付時は、ソーシャルディスタンスを確保し整然と対応する。 

（５）練習は、８時３５分から８時５０分まで実施することとし、１台２名の使用を徹底する。具

体的には、当日放送にて案内する。 

 

５．その他 

（１）本大会は無観客試合とし、各チームの監督・コーチ若干名を入場可能とする。この際は選手同

様に「健康状態申告書」を受付時に提出する。なお、小学生・中学生の保護者は選手１名に

保護者１名の入場を認める。この際も、監督・コーチと同様に対応すること。 

（２）アリーナ内は、選手と各チームの監督・コーチのみとする。 

（３）観客席では密にならないようソーシャルディスタンスの対応を行うこと。 

（４）大きな声での声援は禁止する。 

（５）着替えは男女トイレ等を使用すること。 

（６）各自こまめな手洗いや手指等の消毒を行うこと。 

（７）ゴミは各自で持ち帰ること。 

（８）概ね２時間ごとに換気を行う。 

（９）こまめな水分補給を行い、各自体調管理に配意すること。 

（10）コロナ感染予防の観点から、試合に負けた選手は、可能な限り速やかに退館のご協力をお願

いする。 

（11）大会終了後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、長野市卓球協会

に速やかに報告すること。 

 【TEL】026-226-0371  【メール】pingpongkano@yahoo.co.jp 
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男子1部シングルス　　表彰：１～３位

5 岡崎紅児 （飯山クラブ） B

古山淳一 （ヤマト卓球）

18

（たくせん）

松澤瑛己

8 青木健 （ヤマト卓球）

21

F

16

山崎純 （飯山クラブ）

G

山田大貴 （山田部屋） 19

20

西沢優哉 （長野東高） 12

17

永田匠 （長野東高）

（長野日大高）E

伊藤大輝 （長野JTC） 13

小口雄大

15

14

宮沢想太郎 （飯山クラブ） 10

仲俣昴流 （篠ノ井高） 11

3 半田知宏 （長野JTC）

A

D

1 森山雄大 （飯山クラブ）

2 牧野貴成 （たくせん）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

（ヤマト卓球）

4 田村悠道 （若穂ジュニア卓球）

大沼透輝 （たくせん）

長張丈一郎

（屋代高）竹内蒼空

6 山岸明広 （長野東高）

C

（長野東高）9

7 岸田忠士
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E15 小川鉄太 （信州大学）

16 木次令 （屋代高）

14

F

小林大翔 （若穂ジュニア卓球） 17

松本勘汰 （長野西高） 18

19

関取秀樹 （個人）

山岸竜太 （TT天弓）

11 藤井貴規 （日本無線）

D12 北原豪 （長野東高）

13

C9 西澤擁希 （長野俊英高）

10 高遠愉仁 （長野西高）

塩﨑将生 （長野西高）

8 今川祐太郎 （Free Throwers）

5 高木康雅 （サウス長野）

B6 小林克佳 （屋代高）

7

4人リーグ試合順　 ①　1-4　②　2-3　③　2-4　④　1-3　⑤　3-4　⑥　1-2

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

曽根俊之奨 （Free Throwers）

G

中島和雅 （埴科クラブ） 20

安岡光喜 （屋代高） 21

石尾千寿 （K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野） 22

H

百瀬雄哉 （信州大学） 23

小平俊貴 （屋代高） 24

滝澤東治 （篠ノ井高） 25

I

吉池央行 （Free Throwers） 26

片山輝道 （川中島クラブ） 27

柄澤怜 （長野JTC） 28

J

山下光羽 （東北中） 29

池田康平 （屋代高） 30

山岸陸途 （長野東高） 31

3 冨澤 新 （須坂JTC）

4 峯村奏多 （長野JTC）

男子2部シングルス(1)　　表彰：１～３位

1 安西和成 （埴科クラブ）

A

2 島田悠杜 （高山クラブ）
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38 唐沢清雅 （埴科クラブ）

39 織田翼 （長野日大高）

40 中村友哉 （長野東高）

45 伊藤徳紀 （屋代高）

41

46 飯森翔 （長野東高）

竹内大翔 （長野JTC）

44 小林直樹 （裾花クラブ）

塚田義晃 （篠ノ井高）

N42 酒井雄輝 （長野西高）

43

36 五島光祥 （信州大学）

37 名取魁人 （長野JTC）

（K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野） 61

32 三島漣 （長野JTC）

K33 橋本悠平

（東北中） 59

森下泰聖 （屋代高） 60

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

男子2部シングルス(2)　　表彰：１～３位

P

遠山雅己 （屋代高） 47

増田光希 （長野西高） 48

坂本修 （日本無線） 49

Q

高田孝輔 （TT天弓） 50

中澤謙介

54

山口響平

（長野東高） 51

高嶋琉嘉 （長野JTC） 52

56

金澤怜央 （屋代高）

R

寺島慶太 （K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野） 53

保科春記 （Free Throwers）

（信州大学）

（屋代高）

（篠ノ井高）

S

仲俣寛人 （長野西高）

34 小坂勇登

58

A-2位

（川中島クラブ）

35 戸谷宇臣

57

本間一行

55

T

荒井隆希

高松雄太

（K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野）

L

O

M
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宮本空 （屋代高） 12

（長野東高） 9

友部賢治 （日本無線） 10

草薙樹 （須坂卓翔会） 11

（ヤマト卓球） 7

北村奏太 （信州大学） 8

西澤良平

中島尚輝

塚田元 （TT天弓）

6 西村和輝 （屋代高）

C

D

2

4 佐々木雅弥 （裾花クラブ）

5

2 吉澤雄司 （サウス長野）

3 松坂修佑 （信州大学）

3

宮前勇 （日本無線）

A

B名取勝彦 （タクライフ）

宮城光司 （サウス長野）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

男子30代・40代シングルス　　表彰：１位

1 玉井英雄 （卓愛会）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

決
勝

男子3部シングルス　　表彰：１、2位

1
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1 小林健一 （たくせん）

2

決
勝

A

5人リーグ試合順　 ①　1-5　②　2-4　③　1-4　④　3-5　⑤　2-3

　　　　　　　　　　　 ⑥　4-5　⑦　1-3　⑧　2-5　⑨　3-4　⑩　１-2

竹内幸治 （サウス長野）4

(川中島クラブ）

3 内山雅史 (川中島クラブ）

2 中村光寛 （須坂卓翔会）

5 近藤和夫 (川中島クラブ）

2 宮尾堯功

男子70代シングルス　　表彰：１、2位

1 宮嵜邦男 (裾花クラブ）

3 野池秀樹 （川中島クラブ）

男子50代シングルス　　表彰：１、2位

（市卓ク）

（卓愛会） 4

B

西沢仲男

徳竹浩文

6

（卓愛会） 4

渡邉文崇 （しゅらく） 5

伊藤正憲

峯村洋

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

小田切宗仁

（高山クラブ）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

BA

（サウス長野）瀧沢直正

西澤周二

高嶋正昭 （裾花クラブ）

1

男子60代シングルス　　表彰：１、2位

（たくせん） 6

（ＮＳ長野） 5

3
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5 荒井陽菜 （長野JTC)

4 安藤音葉 （若穂ジュニア卓球）

4人リーグ試合順　 ①　1-4　②　2-3　③　2-4　④　1-3　⑤　3-4　⑥　1-2

青木まみ

　　　　　　　　　　　 ⑥　4-5　⑦　1-3　⑧　2-5　⑨　3-4　⑩　１-2

3 田中美帆 （長野市民病院）

5人リーグ試合順　 ①　1-5　②　2-4　③　1-4　④　3-5　⑤　2-3

決
勝

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

女子3部シングルス　　表彰：１位

1 中村璃香 （屋代高）

C

1 青木菊乃 （若穂ジュニア卓球）

決
勝

（裾花クラブ）

女子1部シングルス　　表彰：１位

3 藤澤里帆

2 山田真由子 （山田部屋）

3

B6

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

5 塩入美輝 （屋代高）

古屋美桜 （須坂JTC)

松本茉夕 （東北中）

4 田中志歩 （屋代高）

（須坂JTC)

大川亜美 （長野俊英高） 大谷彩日 （屋代高） 11

9

（東北中） 10

2

水出伊織 （屋代高）

7

（長野市民病院）

小野桃楓

松橋咲來

女子2部シングルス　　表彰：１、2位

1 萩原菜穂 （長野市民病院）

A A-2位

2
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　　　　　　　　　　　 ⑥　4-5　⑦　1-3　⑧　2-5　⑨　3-4　⑩　１-2

5 引場洋子 （川中島クラブ）

5人リーグ試合順　 ①　1-5　②　2-4　③　1-4　④　3-5　⑤　2-3

4 川元玲子 （須坂レディース）

3 岩下洋子 （あもりクラブ）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

女子70代シングルス　　表彰：１、2位

決
勝

（フレンズ）

（川中島クラブ） 古山登喜子 （須坂レディース） 12

10

5 飯島真喜子 （市ママ卓ク） 野口みどり （卓愛会） 11

9

4 黒岩優子 （高山クラブ）

B D

丸山千恵美 （川中島クラブ）

花岡由美子 （ROKUMON) 8

3 山崎玉枝 （川中島レディース） 中村厚子 （川中島レディース）

C

南澤重子 （須坂卓翔会） 7

2 萩原仁枝 （フレンズ）

3 関圭子 （しゅらく）

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

1 峯村祐子 （卓愛会）

A

女子30代、40代シングルス　　表彰：１位

1 伊藤文美 （しゅらく）

決
勝

2 徳竹敦子 （あもりクラブ）

1 小出小百合 （須坂卓翔会）

（あもりクラブ）

3 小林都史 （須坂レディース）

決
勝

2 米望和美

1 星川みい子 （高山クラブ）

6 櫻井富士子

女子60代シングルス　　表彰：１、2位

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

女子50代シングルス　　表彰：１位

2 山上節子
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３組リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

31

32

33

36

K

五島・百瀬 （信州大学）

吉池・今川 （Free Throwers）

古山・西澤

小林・伊藤L

高嶋・峯村 （長野JTC)

男子ダブルス　　表彰：１～３位

27

遠山・安岡 （屋代高） 26

片山・小坂 （川中島クラブ）6

10

（屋代高）

7

（長野市民病院）

8 青木・長張 （ヤマト卓球）

西澤・玉井

5 牧野・大沼

（たくせん） 37

E

9 中澤・中村 （長野東高）

C

小林・岸田 （たくせん）

（TT天弓）

B

高野・宮澤

（ＮＳ長野・卓愛会）

（たくせん）

D11 本間・小川 （信州大学）

12 小田切・高木 （市卓ク・サウス長野）

14 安西・唐沢 （埴科クラブ）

13 竹内・小平

保科・曽根 （Free Throwers）

16 永田・西沢 （長野東高）

15

F17 柄澤・竹内 （長野JTC)

18 （高山クラブ）徳竹・島田

G20 寺島・石尾 （K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野）

21 金澤・池田 （屋代高）

19

荒井・山下 （東北中） 25

1 森山・宮沢 (飯山クラブ）

4 山岸・高田

2

J

3 名取・名取 （長野JTC)

I

橋本・森下 （屋代高）

伊藤・三島 （長野JTC) 28

山岸・山岸 （長野東高） 29

高松・戸谷 （K・ＣＯＮＮＥＣＴ長野） 30

M 飯森・松澤 （長野東高） 38

35（屋代高）

西村・宮本 （屋代高） 39

峯村・湯本

H

22

23

友部・宮前

高嶋・小林 （裾花クラブ）

岡崎・山崎 （飯山クラブ）

宮城・吉澤 （サウス長野）A

（日本無線） 24

小林・田村 （若穂ジュニア卓球） 34

（ヤマト卓球）
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（あもりクラブ） 7

4人リーグ試合順　 ①　1-4　②　2-3　③　2-4　④　1-3　⑤　3-4　⑥　1-2

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

3 松本・小野 （東北中）
塩入・大谷

4 田中・中村 （屋代高）
B

古屋・藤澤 （須坂JTC)
青木・安藤 （若穂ジュニア卓球） 5

（屋代高） 6

原山・徳竹

女子ダブルス　　表彰：１～３位

1 萩原・松崎 （長野市民病院）

A

A-2位

2

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

A C

小林・花岡
（須坂レディース）

（ROKUMON）

米望・野口

（須坂レディース）古山・川元 丸山・櫻井 （川中島クラブ） 11

（フレンズ） 9

星川・黒岩

（川中島レディース） 萩原・山上

4 柳澤・飯島 （市ママ卓ク）

B D

6

1 宮嵜・竹内 (裾花ク・サウス長野)

決
勝

2 野池・西沢 (川中島ク・卓愛会)

小口・引場
（あもりクラブ）

（川中島クラブ）

5

3人リーグ試合順   ①　2-3　②　1-3　③　1-2　

50代女子ダブルス　　表彰：１～３位

3 山崎・中村

仲里・高橋 （市ママ卓ク） 12

（高山クラブ） 10

2 近藤・岩下 （あもりクラブ） （卓愛会） 8

71 南澤・小出 （須坂卓翔会）

50代男子ダブルス　　表彰：１位

3 近藤・内山 (川中島ク)
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荒井・松本

宮澤・萩原 （長野市民病院） 95 高野・松橋 （長野市民病院）

（東北中） 84 古山・宮澤 （ヤマト卓球・しゅらく）

2 山下・小野 （東北中）

3 峯村・荒井 （たくせん・長野JTC)

（市卓ク・しゅらく）

混合ダブルス　　表彰：１、2位

小林・丸山 （たくせん・川中島クラブ）1 山田・山田 （山田部屋） 6

小田切・伊藤 7
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