
学校長　経由　卓球部顧問　様

クラブチーム代表者　様

須坂市卓球協会

会長　山岸　実明

[会長印　略]

  １) 期　日 2022年10月15日 (土)　開場／受付開始 8:00 (予定)

  2) 会　場 須坂市 市民体育館

　〒382-0013　　須坂市大字日滝1番地　　℡ 026-245-0466　　

  3) 主　催 須坂市卓球協会

  4) 共　催 須坂市　　須坂市教育委員会　　一般社団法人須坂市スポーツ協会

  5) 協　賛 株式会社ヤサカ

  6) 主　管 須坂市卓球協会

  7) 競技種目 ①．小・中学生 男子団体戦　　②．小・中学生 女子団体戦

  8) 参加資格 ①．長野県卓球連盟 各支部内の小学生と中学生。

②．須坂市卓球協会 協会長が特に認めた小学生と中学生及び団体。

③．三つの密を防ぐため、会場の収容人数の 約50％ (役員を除き 200名程度) を定員とします。

　　※予定定員に達した場合、申込み期限より前に締切る場合があります(主催者 一任でお願いいたします)。

  9) 試合方法 各種目毎、 [予選リーグ] → [決勝トーナメント] 【全て、3点先取】で行います。

①．監督1名、コーチ1名、選手3～5名を登録し、5シングルスを編成します。

②．各種目とも1ゲーム11点、5ゲームズマッチとします。

③．本大会は「リーグ戦」及び「トーナメント戦」ともに 「相互審判」で行います。

※ 参加チーム数と参加人数により「トーナメントのみ」になる場合があります。

④．オーダーの組み方は、以下の通りとします。

a.両方のチームが 3名 でオーダーを組む場合 [ ABC or XYZ を選択してください ]

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

試合形式 シングルス１ シングルス２ シングルス３ シングルス４ シングルス５

ABC A B C A B

XYZ X Y Z Y X

b.片方が3名、もう片方が4名でオーダーを組む場合の例 [ 3名のチームは ABC としてください ]

　→　第5試合目は、3試合までの組み合わせと異なる対戦とします。

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

試合形式 シングルス１ シングルス２ シングルス３ シングルス４ シングルス５

3名編成 A B C A B

4名編成 ① ② ③ ④ ① or ③

c.片方が3名、もう片方が5名でオーダーを組む場合の例 [ 3名のチームは ABC としてください ]

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

試合形式 シングルス１ シングルス２ シングルス３ シングルス４ シングルス５

3名編成 A B C A B

5名編成 1 2 3 4 5

d.両方のチームが4名でオーダーを組む場合 [ A or B を選択してください ]

　→　第5試合目は、4試合までの組み合わせと異なる対戦とします。

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

試合形式 シングルス１ シングルス２ シングルス３ シングルス４ シングルス５

4名編成A ① ② ③ ④ ①

4名編成B ① ② ③ ④ ②

202２年8月吉日

2022 須坂チームカップ卓球大会 【小・中学生の部】　開催要項

記

　掲記大会を以下のとおり開催いたします。長野県並びに須坂市より示されています感染対策と、「新しい生活様式」「信州版 新た

な日常のすすめ」を実践しながら、参加いただくみなさんの安全・安心を第一に進めて参りますので、ご理解とご協力をいただき

たく、よろしくお願いいたします。なお、大会開催の可否につきましては、７月２日(土)に長野県卓球連盟より示されました「長野県

卓球連盟主催大会の開催可否の判断基準」を準用し、長野圏域及び北信圏域の警戒レベルが ”５” までは感染予防対策を取って、

開催とします (但し、須坂市の判断を仰ぐ場合あり)。、長野圏域及び北信圏域の警戒レベルが ”６” (まん延防止等重点措置または

緊急事態宣言、医療非常事態宣言発出)のときは、大会を中止といたします。
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e.片方が4名、もう片方が5名でオーダーを組む場合の例

　→　第5試合目は、4名編成の3試合までに出た選手とします。

第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

試合形式 シングルス１ シングルス２ シングルス３ シングルス４ シングルス５

4名編成 ① ② ③ ④ ④ 以外

5名編成 1 2 3 4 5

  10) 競技ルール ①．(公財)日本卓球協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」及び、須坂市と（一社）須坂市スポーツ

　　協会、長野県卓球連盟の指針に沿って大会を実施します。

②．(公財)日本卓球協会 制定の日本卓球ルールに準じて行います。タイムアウト制は適用しません。

③．本大会は「ゲーム毎のチェンジエンドは行わない」こととします。

④．本大会は (公財)日本卓球協会 公認球 ヤサカ プラ３スターボール AB40＋ を使用します。

  1１) 表　彰 優勝杯(持ち回り)　　各種目とも、上位入賞チームに賞状と賞品を贈呈いたします。

  1２) 参加料　 1チーム　3,000円　

  1３) 締切日 202２年9月2４日(土) 厳守

  1４) 申込先 別紙申込み用紙に必要事項を入力し、「メール」にて申込んでください。受付後に 【受信確認メール】 を返信

いたします。また、申込書が必要な方は、下記のメールアドレスにご連絡をお願いいたします。折り返し、申込

み書をお送りします。

　　須坂市卓球協会　事務局　南澤重子　宛

メールアドレス suzaka-tta2014@stvnet.home.ne.jp

  ※  お問い合わせ先 須坂市卓球協会 　青木　寛　090-5425-4232

  1５) その他 ①．本大会は ”無観客試合” といたします。参加申込みをされました選手と監督、コーチ以外の入場は制限を

　　させていただきます。但し、小学生の参加につきましては、1選手 につき 1名 の引率者の入場を認めます。

②．大会前日より10日間で以下の事項に該当する方は、参加をお見合わせ下さい。

　　　・平熱を超える発熱 (おおむね37度5分以上) がある。

　　　・風邪の症状 (咳、のどの痛み) などがある。

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

　　　・嗅覚や味覚の異常がある。

　　　・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。

③．大会プログラム・組み合わせ、諸注意等は、申込者さま宛てに 「メール」 にて事前配布します。

　　→　大会当日のプログラム配布は原則行いませんので、各自ご準備をお願いいたします。

④．監督・コーチ・選手の皆さんは、事前に配布しています 「健康状態申告書」 を各自ご提出いただき、入館時

　　に 「検温」 への協力をお願いいたします。なお、検温にて ”37度5分以上” の体温が計測された場合は、

　　本大会への参加を見合わせていただくことがございます。

⑤．チームの責任者が、参加料と事前配布しています 「当日の参加者一覧」 を大会本部にご提出ください。

　　大会終了後、参加者リストは 1か月程度 保管し、問題なき場合は廃棄します。

⑥．３つの密を避けるため、競技開始前の練習は時間制限を設け、交代制とします。大会本部の指示にご注意く

　　ださい。

⑦．競技開始より 「2時間毎を目安に競技を止め (審判長からの指示により) 、会場内の換気」 を行います。

⑧．各自マスクを持参してください。また、競技中以外は 「マスク着用」 をお願いいたします。

⑨．当日は、各自こまめな手洗いと各所に設置されている消毒液にて、手指の消毒を行ってください。

⑩．審判用(相互審判で行います)に、感染防止のため手袋を持参してください。 

⑪．参加選手は  (公財)日本卓球協会 の 「2022年度版ゼッケン」 を着用してください。

⑫．会場では大きな声での会話、応援についてはお控えください。

⑬．試合後の握手など、身体を接触させる挨拶は行わないようにして下さい。

⑭．ゴミは各自でお持ち帰りください。

⑮．感染防止のために主催者が決めたその他の措置をお守りいただき、主催者の指示には従って下さい。

⑯．大会終了後 ”14日間以内” に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに 「大会主催者への連

　　絡」 をお願いいたします。

　　大会主催者の連絡先　：　須坂市卓球協会　藤田　敦　　☎　090-1842-5625

　 メールアドレス

以　上

fujiatsu@nifty.com
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