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第３９回宮城県中学校新人卓球大会実施要項
１ 名

称 第３９回宮城県中学校新人卓球大会

２ 主

催 宮城県卓球協会

３ 共

催 宮城県中学校体育連盟

４ 主

管 宮城県中学校体育連盟卓球専門部

５ 期

日 令和元年１１月２日(土)

６ 会

場 岩沼市総合体育館（岩沼ビッグアリーナ）【TEL 0223-24-4831】
〒 989-2427 岩沼市里の杜 1-1-1

７ 競技種目 男・女団体戦， 男・女個人戦（シングルス）
８ 競技日程 １１月２日（土）
８：００・・受付・会場準備（練習時間は無いか短いです）
８：３０・・開会式
開会式後・・競技開始

○個人戦１・２・３回戦(１時間程度)
○個人1,2,3回戦後

団体戦決勝まで

○団体戦終了後個人戦決勝まで
９ 競技方法 トーナメント法（団体・シングルス）
（ア）学校単一のチームであり同一校の監督１名（必ず当該校の教職員であること），
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ１名と選手6～8名で編成する｡(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰは校長が認めた成人とする。)
（但し，学校規模が４～５名の場合は４～５名でも出場を認める）
（イ）団体戦は４単１複の５試合で行ない３点先取法による。
但し，単複に重複して出場することはできない。
（ウ）個人戦では以下の者のうち，１試合につき１名がアドバイザーとしてベンチ入り
できる。
教職員・生徒（登録不要） 校外・外部コーチ（登録が必要，校長が認めた成人）
1０ 出場範囲 (1) 団体戦 ・・ 平成３１年度６８回宮城県中学校卓球大会出場範囲と同じ
男子団体・・【各郡市（１）石巻（４）青葉区・泉区・太白区（３）
宮城野区・富谷黒川・大崎・気仙沼（２）計３５チーム】
女子団体・・【各郡市（１）石巻（３）青葉区・太白区・泉区・宮城野区・富谷黒川・
大崎・気仙沼（２）計３１チーム】
(2) 個人戦 ・・ 「団体戦出場範囲と同じ」＋「無条件出場選手」＋「特別枠」
男子個人・・【各郡市（１）石巻（４）青葉区・泉区・太白区（３）
宮城野区・富谷黒川・大崎・気仙沼（２）計３５人】
女子個人・・【各郡市（１）石巻（３）青葉区・太白区・泉区・宮城野区・富谷黒川・
大崎・気仙沼（２）計３１人】

(3) 次の選手は無条件出場とする。
（今年度全日本ｶﾃﾞｯﾄの部ｼﾝｸﾞﾙｽに出場の選手。ただし，ﾍﾟﾝﾎﾙﾀﾞｰ，カット枠を除く）
男子：津田智貴（東華）
，平塚結渉（大郷），橋本孝太郎（多賀城），川村壮太（富沢）
，
大沼光翼（六郷）
，水谷元祇（高崎）
女子：遠藤愛佳（白百合）
，佐々木愛珠（岩出山）
，高橋愛依（大郷），
千葉風花（三本木）
，佐藤凜（北仙台）
(4) 個人戦について以下の特別枠を設ける。
（全日本ｶﾃﾞｯﾄ宮城県予選ｼﾝｸﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ 8 で(３)を除いた人数）
男子個人：宮城野区＋２，青葉区＋１，白石刈田＋１，
女子個人：太白区＋２，若林区＋１，岩沼＋１，栗原＋１
１１ 競技規定 現行の日本卓球ルールによる。
◆ １１本５ゲームマッチで行う。
◆ 団体戦，個人戦とも準決勝からタイムアウト制を採用する。
◆ 団体戦は2.5台，３台進行とする。但し，進行状況によっては５台進行もあり得る。
１２ 使用球

ニッタク３スター 白球・４０ｍｍ・プラスチックボールのみ

１３ 申込〆切 １０月１８日（金）（電子メール必着）【厳守】 ※FAXでの申込みは受けつけません。
１４ 申込方法 ※ 必ず「電子メール」と「原本送付(職印付)←こちらは１０／２４まで」の２つの申
し込みを行うこと。
① 電子メール申し込み
宮城県中体連卓球専門部Webサイトから申込用紙の電子データをダウンロードし，
必要事項を打ち込んだ後，電子メールに添付して送付する。
② 原本送付 ①で作成したデータを打ち出し，申込先に送付する。(期日厳守・FAX不可)
③ 申し込み先
電子メール： tohokutakkyum@gmail.com
原本送付：

〒981-3361 富谷市あけの平３－８６
富谷市立富谷第二中学校 山下 哲哉 宛

※１ 申込書に記載する，選手氏名・学校名・学年等の情報は本大会プログラムへ掲載
し広く公表し，大会結果集約に利用する。また，組合せをホームページに，試合結
果を報道発表並びにホームページに掲載する。記載・掲載に関して各学校で同意を
確認し，同意が得られない等，事情がある場合は１０月１８日(金)正午までに地区
責任者(別紙)へ連絡を入れること。特に申し出ない場合は上記内容承諾したものと
する。
※２ 各種お問い合わせ先 各地区責任者の専門委員(別紙)

１５ 参加料

団体戦１チーム ２，５００円
個人戦１人

５００円

※ 個人戦と団体戦の両方に出場する場合には個人戦の参加料は収めなくてもよい。
※ 参加料は，自地区専門委員から配布される振り込み用紙にて振り込むと振込手数料
がかかりません。
郵便振替口座 口座名：宮城県中学校体育連盟卓球専門部会
口座番号：02270-5-74390
１６ その他

（１０月１８日〆切）

○ 個人戦の申し込みもそれぞれの学校で行う。（団体戦出場校および個人戦代表選手
の結果は各地区専門委員が別紙ＦＡＸ用紙にて報告してください。）
○ 個人戦のアドバイザー（外部コーチ・校外コーチ）は申し込み時に登録すること。
○ 選手，監督，アドバイザーの変更は受付時に所定の用紙で行うこと。口頭での変更
は認めない。
○ 団体戦で優勝したチームには令和２年３月２８日（土）～２９日（日）に愛知県
で開催される「第21回全国中学校選抜卓球大会」の出場案内をする。
○ 団体戦，個人戦で上位入賞した学校・選手には，強化練習会の案内をする。
○ 組み合せの結果と注意事項，その他必要な事項などを卓球専門部ウェブサイトに
掲載するので，事前に必ず確認すること。
（念のために，大会まで，頻繁にサイト
を御覧ください。
）
※宮城県中体連卓球専門部ウェブサイト

【http://www.mctr-tt.com】

別紙：問い合わせについて
※１ お問い合わせは平日の 9:00～17:00 まででお願いします。但し，授業等で席を外していることも
ございますので御了承ください。
※２ 専門委員の先生：返答ができない内容につきましては，専門委員の先生が富谷市立富谷第二中学
校山下までお問い合わせください。
【地区責任者一覧】

郡市

氏名

学校名

電話

FAX

白石・刈田

柴野

融

円 田

0224-33-2028

0224-22-7016

角田・伊具

根元

広志

金 津

0224-63-1143

0224-63-0341

柴田

下山絵美子

村田一

0224-83-2104

0224-83-5865

亘理

吉田

康博

荒

浜

0223-35-2425

0223-33-2053

岩沼

佐藤

昭博

岩沼西

0223-24-3155

0223-24-3156

名取

加藤

光広

みどり台

022-381-2032

022-386-7887

塩釜

澤口

安紀

塩竈一

022-362-1321

022-362-1811

多賀城

木村

新

多賀城

022-365-7411

022-365-7414

宮城

石井

友基

松

島

022-354-3309

022-353-3474

富谷黒川

山下

哲哉

富谷二

022-358-3291

022-358-3292

石巻

木村

馨

住 吉

0225-95-8341

0225-95-8342

大崎

高橋

健太

田

尻

0229-39-0043

0229-39-1134

遠田

瀬戸

裕之

不動堂

0229-32-2068

0229-32-3733

加美

稲村

味和

色

麻

0229-65-2409

0229-65-2410

栗原

三浦はるか

若 柳

0228-32-3831

0228-35-1551

登米

遠藤

登米中田

0220-34-2241

0220-34-2131

津 谷

0226-42-2654

0226-42-2698

気仙沼

明寛

小野寺葉子

仙台青葉

今野

啓

広瀬

022-392-2214

022-391-1382

仙台太白

三浦

尚也

柳生

022-242-4431

022-242-4460

仙台泉

相澤

和男

松陵

022-374-9811

022-374-9823

仙台若林

高橋

大介

蒲町

022-285-6521

022-294-1362

仙台宮城野

柴田

亮

岩切

022-255-8219

022-396-1362

