
２０１８  第１２回         

東北オープンクラブ卓球選手権大会 
主催 新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会     新日本スポーツ連盟全国卓球協議会      

後援  岩手県、 奥州市両教育委員会 （予定） 

大  会  要  項 

・期  日  ２０１８年５月１３日（日）   午前８時３０分開場・９時３０分競技開始 

・会  場  岩手県奥州市「奥州市総合体育館・Ｚアリーナ」 ・東北新幹線「水沢江刺駅」～車で５分  

岩手県奥州市水沢区羽田町うぐいす平７２番地  ・電話０１９７(２２)７０００            

硬式の部 
 

・競技種目  「一般」  「壮年」  （男子の部・女子の部 ３～５名で編成し、試合は３～４名で行う）   

                いずれも、１・２部制  １部/中、上級者 （大会でいつも上位に進出する） 

２部/初心者、初級者（大会でいつも２～３回戦迄で敗退する） 

＊クラスは自主申告としますが、希望する選手はどんどん上位に挑戦して下さい。また申し込み内容が不

適当と思われる場合は、ランクを変更する場合があります。 

＊各部の参加が少ない場合は、「部」を併合する場合があります。     

           ◆｢壮年｣とはー(３０歳から１０歳刻み、＝２０１９年４月１日現在 チーム数によりクラス統合あり)    

＊「一般」は年齢制限ありません。 

・競技方法   （１）１１ポイント５ゲームで３ゲーム先取で勝敗を決定する。 

          （２）１複２単の３マッチ 

             ①番ダブルス、②③番シングルスとし、①番のダブルスに出場した選手は②番のシングルスに出場できません。 

また、シングルスに２度は出場できません。 

          (３）予選リーグ後、「順位トーナメント」を行います。 

 予選リーグ(原則として３チーム)は３番まで行い、３マッチの結果で勝敗を決定します。 

トーナメントは２マッチ先取とします。 

※多数の場合はゾーンに分割、また少ない場合はクラスを併合します。 

・全国大会  本大会の上位選手、チームを、下記日程で開催される『全国大会』～ 

「第５３回全国卓球選手権大会」 （後援,/予定＝岩手県と奥州市  岡山県と総社市  ４教育委員会） 

○一般の部   ２０１８年1１月１７日～１８日（土・日）  岩手県奥州市・『奥州市総合体育館Ｚアリーナ』     

○年代別の部  ２０１９年３月２９日～３１日（金・土・日） 岡山県総社市・『きびじアリーナ（総社市スポーツセンター）』  

の「団体戦」と「個人戦」の部に、東北の各「県代表」として推薦致します。 

・使用球   ニッタク スリースターホワイトボール（プラスティック）                    

・表  彰  各トーナメント１位～３位まで表彰します。 

・参加費   ３,０００円  （会員、加盟員、高校生以下２，５００円） 

・申込方法  「申込書」に記入後、「郵便」で下記までお送りください。（お急ぎの場合は FAX可）  

 新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会 宛 〒０２３－０４０２ 岩手県奥州市胆沢区小山字萩屋敷９３－３          

  ◆参加費は◆        口座番号 ０２２９０－５－５１５６９     

・郵便振替」で送金      口座名義 新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会 

  振替用紙の「通信欄」にクラブ名、代表者名、参加費の明細を記入のこと。 

・申込〆切  ５月７日（月）まで必着                                                                                           
・問合せ先  ・新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会                                                                     

ＴＥＬ＆ＦＡＸ  ０１９７-３４-２６８０ 携帯電話 （菅原０９０-２３６９-５８３４）        

         ・新日本スポーツ連盟全国卓球協議会                                        

（ＴＥＬ ０３-３９８１-１３４５  ＦＡＸ ０３-３９８１-８３１５）                           

・諸注意   １、当日のメンバー変更は、同レベルの選手に限り１名を認めます。      

        ２、ゼッケンは必ず着用してください。ない選手の為会場でも販売します。             

        ３、申込〆切を過ぎたキャンセルの参加費はお返しいたしません。                                                                  

４、本大会は傷害保険に加入しています。事故の報告は１週間以内にお願いします。     

 

 



ラージボールの部 
兼第４回奥州ラージボール卓球オープン大会   

・種 目  

・団体戦 ３ダブルス戦（１番男子ダブルス、２番女子ダブルス、３番混合ダブルス、４～６名で試合） 

各ダブルスの合計年齢（試合当日の満年齢） 

① 一般の部 

② １２０歳以上の部 

③ １４０歳以上の部 

   ・個人戦 混合ダブルス戦 

① 一般の部 

② １２０歳以上の部 

③ １４０歳以上の部 

１） 参加数が少ない部についてはほかの種目と合同で行う場合があります。 

２） 実際の年齢より少ない年齢の部に参加することは妨げません。 

・試合方法  

団体戦 個人戦混合ダブルス戦は３又は４チームで予選リーグを行い上位１位、２位でAトーナメントを、３位以下でBト

ーナメントを行います。 

（予選リーグは３番までの結果で、決勝トーナメントは２点先取で勝敗を決めます。） 

・ルール 現行のラージボール卓球ルールを準用します。 

・使用球 ニッタクプラスチック製スリースター４４ｍｍラージボール 

・参加資格 

ラージ愛好者、初心者も大歓迎。年齢は大会当日の満年齢とし、ダブルスの合計年齢とする。なお男性のいないときは

女性のみの参加も可とします。 

・表彰 

    各クラス３位まで表彰します。また、予選リーグ終了後お楽しみ抽選会を開催します（何が当たるかおたのしみ） 

・参加料 

    団体戦１チーム４，０００円、ダブルス１組２，０００円 

（申込者が岩手県卓球協議会の会員、加盟員の場合１チーム３，５００円、ダブルス１組１，５００円） 

・締切日 

   平成30年５月７日（月） 

・申込先 「申込書」に記入後、「郵便」で下記までお送りください。（お急ぎの場合は FAX可）  

新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会 宛 〒０２３－０４０２ 岩手県奥州市胆沢区小山字萩屋敷９３－３ 

  TEL＆FAX ０１９７‐３４‐２６８０ 携帯電話（事務局 菅原利幸 ０９０‐２３６９‐５８３４） 

  ◆参加費は◆        口座番号 ０２２９０－５－５１５６９     

・郵便振替」で送金      口座名義 新日本スポーツ連盟岩手県卓球協議会 

 振替用紙の「通信欄」にクラブ名、代表者名、参加費の明細を記入のこと。 

・その他 

         １、当日のメンバー変更は、団体戦は同レベルの選手に限り２名を認めます。  

個人戦混合ダブルスは １名まで認めます。    

        ２、ゼッケンは必ず着用してください。ない選手の為会場でも販売します。             

        ３、申込〆切を過ぎたキャンセルの参加費はお返しいたしません。                                                                  

４、本大会は傷害保険に加入しています。事故の報告は１週間以内にお願いします。     

 

             



５月１３日(日)開催 申込締切日　　５月７日（月）

℡

１、 一般・壮年の選手登録は３～５人までです。

２、 楷書で正確に、年齢は２０１９年４月１日現在です。

３、 性別・年齢・クラスに○をつけてください。

４、 クラスが同じ場合は強い順に記入お願いします

５、 申込書が不足した場合はコピーしてお使いください。

男子・女子 一般・壮年 １部・２部

№   　　　選手名 　　　　所属 № 　　　選手名 　　　　所属

1 4

2 5

3

男子・女子 一般・壮年 １部・２部

№   　　　選手名 　　　　所属 № 　　　選手名 　　　　所属

1 4

2 5

3

男子・女子 一般・壮年 １部・２部

№   　　　選手名 　　　　所属 № 　　　選手名 　　　　所属

1 4

2 5

3

男子・女子 一般・壮年 １部・２部

№   　　　選手名 　　　　所属 № 　　　選手名 　　　　所属

1 4

2 5

3

※下の（　　）に金額、チーム数、合計金額を記入してください。

一般会員登録 １，０００円 × 　人　 ＝ （　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　

参加費 （　　　　　　　）円 × チーム＝ （　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　

（代表者が一般会員の場合参加費は２，５００円） 　　合計 （　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　円を

　　振り込んで申込みます。

 第12回　東北オープンクラブ卓球選手権大会硬式の部申込書

　ク ラ ブ 名

   代表者名

 代表者住所

する・しない一般会員登録（○を付けてください）

〒



５月１３日(日)開催 申込締切日　　５月７日（月）

℡

１、 楷書で正確に。年齢は大会当日年齢です。
２、 申込書が不足した場合はコピーしてお使いください。
３、 クラスが同じ場合は強い順に記入お願いします
４、 団体戦　　クラス・性別に丸を付けてください
５、 個人戦　クラスを記入、性別に丸を付けてください

団体
クラス 一般の部 １２０歳以上の部 １３０歳以上の部 １４０歳以上の部

№ №
1 4
2 5
3 6

クラス 一般の部 １２０歳以上の部 １３０歳以上の部 １４０歳以上の部
№ №
1 4
2 5
3 6

クラスが同じ場合は強い順に記入お願いします
クラス クラス

※下の（　　）に金額、チーム数、合計金額を記入してください。
一般会員登録 １０００円 × 　人　 ＝（　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　
参加費（団体戦） （　　　　　　　）円× チーム＝（　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　
参加費（個人混合ダブルス）（　　　　　　　）円× チーム＝（　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　

（　　　　　　　　　　）円　　　　　　　　　　　
　　振り込んで申込みます。

クラブ名

代表者名

〒

選手名 選手名年齢 性別

（申込み者が一般会員の場合　団体参加費は３５００円
個人混合ダブルス１５００円）

住所

男・女

年齢 性別
男・女
男・女
男・女

男・女
男・女

男・女
男・女 男・女

年齢 性別

男・女 男・女

年齢
個人戦（混合ダブルス）

選手名 年齢 性別

選手名 年齢 性別 選手名

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

第１２回東北オープン卓球大会ラージボールの部
兼 第４回　奥州ラージボール卓球オープン大会申込書

男・女

男・女

男・女

男・女

選手名 性別

合計

（４名～６名で登録ください）

一般会員登録（○を付けてください） する　・　しない

男・女

男・女

男・女


