
第３１回全山陰小学生卓球大会開催要項 

 
米子卓球協会 

会長 安 田 政 義 
 

１ 主  催   米子卓球協会  松江市卓球連盟 

２ 後  援   米子市教育委員会 （一社）鳥取県卓球連盟  島根県卓球協会 

３ 主  管   米子卓球協会 

４ 期  日   令和５年３月４日（土） 午前９時 開会式 開会式後競技開始 

５ 会  場   鳥取県立米子産業体育館 （米子市東福原 8-27-1 TEL0859-35-0611） 

６ 受  付   ８時１５分～ 

７ 種  目   ①男子団体  ②女子団体 

         ③ホープス男子シングルス（６年生以下） ④ホープス女子シングルス（６年生以下） 

         ⑤カブ男子シングルス（４年生以下）   ⑥カブ女子シングルス（４年生以下） 

               ⑦バンビ男子シングルス（２年生以下）  ⑧バンビ女子シングルス（２年生以下） 

                  ※バンビの部は、バンビ台を使用しません。 

８ 参加資格   鳥取県・島根県の小学生及び幼児 

９ 競技方法   試合規則は、現行の日本卓球ルールを適用する。（タイムアウト制は採用しない） 

         開会式終了後、個人戦から開始します。 

原則としてトーナメント方式とする。（参加人数によって変更になる場合があります） 

試合は１１本５ゲームマッチとする。 

         団体戦は、３シングルス２点先取とするが、どちらかのチームが最初の試合である場

合は勝敗に関係なく３番まで行う。 

10 チーム編成  団体の編成は、学校又はクラブチーム単位とする。（参加チーム数は制限なし） 

         ３人で１チームとし、エントリーは５人以内とする。 

         ２名の場合はオープン参加とし、１番棄権とし、１回戦のみの参加とする。 

         但し、３名で申し込みをし当日２名となった場合は１番棄権とし、試合成立とする。 

11 試合球    ニッタク プラ３スタープレミアム（白色４０ミリ） 

12 参加料    団体戦（１チーム）  １,５００円    個人戦（１人）  ５００円 

         （参加選手の傷害保険料を含む） 

         参加料については当日受付で現金でお支払いください。 

         大会当日に棄権された場合でも、参加料はお支払いください。 

13 申込締切   令和５年２月３日（金）必着 

14 申込方法   参加申し込みは郵送または FAXでお願いします。電話での申込は受付けません。 

         締切日を過ぎた申込・個人戦の選手変更等は受付けません。 

         参加申込書が足りない場合は、恐れ入りますがコピーしてご使用ください。 

         団体・個人とも、申込みは強い順に記入してください。また、県ランク・実績等も 

記入してください。（組合せの際に参考にさせていただきます） 



【申込＆問い合わせ先】 

〒６８３－０１０３ 鳥取県米子市富益町８４９  

米子卓球協会ホープス部 木村 純子 （０９０‐６４０９‐５３５７） 

            ＦＡＸ ０８５９－２８－６８３５ 

15 表  彰   団体戦は３位まで、個人戦はベスト８まで表彰します。 

16 その他    ・米子卓球協会ガイドラインを確認してください。 

          ・試合時以外はマスクの着用をお願いします。 

          ・手洗い・手指消毒を徹底し、試合の前後には各コートにて手指の消毒を必ず行って 

 ください。（各コートにアルコール消毒液を設置します） 

・大会は無観客試合としますが、団体１チームにつき監督１名の入館を認めます。 

（男女別） 

          ・団体の監督以外に個人戦出場選手１名に帯同者（保護者）１名の入館を認めます。 

          ・個人戦のみ出場する選手は帯同者１名の他に監督１名の入館を認めます。 

          ※棄権がある場合は参加人数にカウントしません。 

          ・アドバイザーは、団体戦は監督のみ、個人戦は監督と帯同者（保護者）を認めます。 

ベンチに入れるのは選手１名につき１名です。アドバイザーとしてベンチに入られる 

場合、白色の服装は避けてください。           

          ・監督と帯同者には受付で名札を配布しますので体育館内では着用をお願いします。 

※名札のない方は入館できません。 

          ・選手、監督、帯同者は受付で「連絡先および健康状態申告書」の提出をお願いします。 

          申告書はチームでまとめて記入してください。 

          用紙が足りない場合はコピーをして使用してください。 

         ・競技中の疾病・傷害については、主催者は応急処置以外の責任は負いません。なお、 

参加選手については、傷害保険（保険範囲は、大会会場内）に加入します。 

         ・選手は、背部に選手名及び所属名を明記したゼッケンを必ず付けてください。 

          ・参加者が多数の場合、試合終了時間が遅くなることも予想されますので、予めご承 

おきください。 

          ・監督会議は行いません。棄権、団体の選手変更等の連絡がある場合は開会式までに 

本部へお伝えください。 

         ・練習時間は設けますが、詳細については当日お知らせいたします。 

         ・今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、急遽大会が中止・変更となる場合 

がありますのでご承知おきください。 
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第31回全山陰小学生卓球大会参加申込書（団体戦）

チーム名 

申込者

 



申込締切日　令和５年２月３日（金）

・実力順に記入してください。　・選手は名前にふりがなを記載してください。

学年 学年

学年 学年

学年 学年

※当日受付で支払いをお願いします。

チーム名 

申込者

※個人戦のみ参加で監督が入館される場合は記入

（参加料）

ランク等男子バンビ 帯同者 ランク等 女子バンビ 帯同者

帯同者 ランク等 女子カブ 帯同者 ランク等

女子ホープス 帯同者 ランク等帯同者 ランク等

第31回全山陰小学生卓球大会参加申込書（個人戦）

住所

連絡先

男子ホープス

監督

団体戦　1,500円×（　）チーム＝（　　）円

個人戦　　500円×（　）　人  ＝（　　）円

　  　　　　　　　　　 合計　（　　　）円

男子カブ

 



      

 

令和４年４月１日 

新型コロナウィルス感染症対策 （令和４年度版） 

（大会用ガイドライン） 

米子卓球協会 

 

 

１． 大会の企画 

① 大会は、米子市及び施設の感染防止方針に準拠して開催する 

② 体調（発熱・咳・咽頭通等）が良くない者及び同居人・知人に新型コロナウィルスに

感染が疑われる者・２週間以内に流行地域及び渡航歴のある場合は大会参加の見合わ

せを求める 

③ 大会終了後、２週間以内に新型コロナウィルスに感染した場合には、主催者に対し速

やかに報告すること 

２． 大会当日の参加受付 

① 受付時、三密を避けるよう協力依頼しマスク着用で行うこと 

② 手指消毒剤を準備してありますので、随時消毒をして行うこと 

③ 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛ける

こと 

④ 人と人が対面する場合は、混雑しないように三密を避けるよう配慮すること 

⑤ 参加者の氏名・連絡先・健康状態等を記載した書面の提出を求めること 

（施設作成の書面を確認） 

３． 開会式 

① 三密を避けるよう配慮すること（１階フロアー及び２階観覧席） 

② マスクを着用すること 

４． 競技開始時 

① 卓球台・ネット・サポート・カウンター・ボールの消毒をおこなうこと 

② 選手及び審判は、競技開始前及び終了時には手指消毒を行うこと 

③ ラケット交換は行わず提示のみにすること 

④ 競技開始時及び終了時の握手、手の平でのタッチは行わないこと 

⑤ 卓球台で手を拭かないこと、またシューズの底で手を拭かないこと 

⑥ 競技者は、マスクの着用をしなくても良いこととするが、審判及び応援者等について

はマスクを着用すること 

⑦ 応援時は、三密を避け適度な距離を取り応援を行うこと 

⑧ 競技中の大声及び大きな声での応援は避けること 

⑨ 競技会場の換気を、概ね２時間ごとに行うこと 

 

 

参考：日本卓球協会ガイドライン 



　使用日時：　３月４日　８時 ３０ 分～　　使用施設：米子産業体育館

番号 氏　　　　名 連絡先（TEL)
過去2週間の海外へ

の渡航の有無

当日の体温

体調不良の有無

（発熱・喉痛・せきなど）

1 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

2 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

3 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

4 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

5 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

6 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

7 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

8 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

9 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

10 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

11 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

12 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

13 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

14 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

15 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

16 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

17 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

18 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

19 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）
病状　無・有　（　　　　　　　）

20 無・有
当日の体温　（　　　　　　　）

病状　無・有　（　　　　　　　）

連絡先および健康状態申告書

チーム名：

 

 


