県中総体に関する注意事項
大会前に，この注意事項を熟読ください。また，必要な部分は，生徒や保護者の方々にもお知らせ
頂きますようお願い致します。

１

受付・集合時間

(1) 開場は３日間とも８：００です。
① あまり早く着きすぎないよう，御協力ください。会場周辺で走ったりも行わないでくださ
い。（近所住民から苦情が来ております。）
② ８時前に別な入口から係教師・生徒が体育館に入りますが，係の人以外は８時に御入場くだ
さい。
(2) 受付について
① 団体戦 ７月２３日(土)８：３０までに，体育館入り口で受付を済ませてください。
※ 団体戦の各種変更も，原則この時刻までとします。
② 個人戦 ７月２４，２５日(日月)８：３０までに，体育館入り口で受付を済ませてください。
※ 団体戦にも出場している学校は，個人戦の受付は不要です。
※ 個人戦の各種変更も，原則この時刻までとします。

２

開会式について

(1) 開会式 ７月２３日(土) ９：００～ 諸連絡のみ
(2) 団体戦の９：１５から試合があるチームは，所定のコート近くで座って参加してください。
個人戦のみの学校は２４，２５日に同じ諸連絡いたしますのでそちらで確認してください。
(3) 内容
① 初戦試合のない選手は全員，２Fギャラリーに着席して参加してください。
② 入場行進を行いません。

３

座席について ・・・ ホームページの座席割りを見て，所定の座席を使用してください。応
援などで座席を移動することはできません。

４

駐車場について ・・・ 本サイト内の「駐車場について」をよく御確認ください。
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５

これまでの反省から

(1) 団体戦終了時に両校であいさつをします。その後に再び相手のベンチに出向いて２度目のあい
さつを行うことのないように御協力お願いします。上位大会でも禁止されております。
(2) 競技フロアで着替えを行わないようにお願いします。
(3) 個人戦で，選手が競技領域を離れてアドバイスをもらいに行く場面が見られました。選手は競
技領域を離れてはいけません。アドバイザーが移動するようにお願いします。
(4) どちらかが10点をとると，カウンターを９０度傾けてそのままにするという審判法が，以前
見られました。最近見かけなくなりましたが，引き続き，このようなカウンター操作は行わな
いで下さい。９０度傾けてもかまいませんので，ラリーが始まる前には元の位置に戻してくだ
さい。
(5) 個人戦は第1試合は相互審判で行います。第2試合からは敗者審判で行います。選手の他に審
判員１名の引率をお願いします。引率できなかった場合には，相手選手側の１名のみを審判とし
て試合を行うこともありますので，御了承ください。
(6) サブアリーナでの練習で，大会に参加していない人同士で練習が行われていたり，練習の指導
者の服装がだらしなかったという反省が出ました。今年度はこのような反省が出ないように，各
校顧問の先生方は，練習を行わせる際には，サブアリーナでの練習マナーについても御指導くだ
さい。
↓過去の大会の反省から
(７) 観客席での置き引きが発生しました。今大会では「盗難０」を目指しますので御協力くださ
い。
① 事例１

監督が試合のためにベンチに入っている間，観客席に置いていった鞄内の財布の中
からお金を盗まれた。

事例２

監督が生徒の貴重品を預かり，バッグに入れて観客席で管理していた。トイレに行
っている間にそのバッグ内の財布からお金を盗まれた。

② 対 策

貴重品は身に着ける等して，観客席に置きっぱなしにしないよう徹底してくださ
い。トイレに行く際も同様です。

③ その他

体育館の職員の方も定期的に観客席を巡視してくださいます。我々使用者も，盗難
を許さないように目を光らせましょう！

(８) 観客席での飲食 → 可
「汚さない」ことを条件に，観客席での飲食を許可して頂いております。座席を汚さないよ
う，御協力ください。
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１ 競技上の注意
(1) 本大会は，現行の日本卓球ルールを適用し実施します。なお，タイムアウト制は，団体戦では
準決勝，個人戦ではベスト１６ベスト８以降採用します。
(2) トスについて
試合の際には，練習を行う前に必ず「トス」を行って下さい。
① [手順１：ボール選び]
今大会では，ニッタク１社のプラスチックボールクリーンを採用しますので，ボール選びは特
にありません。
② [手順２：トス]
ジャンケンを行い，サービス・エンドを決めてください。
③ [手順３：練習]
２分間を上限として練習を行って下さい。
④ 手順４：試合開始]
練習終了後，速やかに試合を開始してください。尚，練習が終わってからベンチに戻り，監
督・アドバイザー等からアドバイスをもらうことはルール上認められていませんので，行わない
ようにしてください。
(3) 抗議について
団体戦については監督のみ，個人戦については本人のみ認められています。
(4) アドバイスについて
・ ゲームとゲームの間の休憩時間は１分以内です。その間に行ってください。
・ 試合中のゼスチャーを含むアドバイスは認められていません。観客席から等も行わないよう
注意してください。
・ 外部指導者の方は受付で配付するコーチ証をつけてベンチに入るようお願いします。
(5) ベンチに入れるのは，団体戦では，登録選手と監督，事前に登録してあるアドバイザー１名，
個人戦では選手とアドバイザーのみです。それ以外の人は，観客席からの応援となります。
(6) 指定された場所（ステージ上）以外でのラバーの張替えは禁止されています。張替えが必要に
なった場合は，進行席にその旨を申し出てください。
(7) 審判について
１） 団体戦
すべて相互審判で行う。
２） 個人戦
① ２４日，２５日の初戦：相互審判
② 第2試合以降：敗者審判
３） 団体戦は登録選手以外で審判を出してもかまいません。個人戦の相互審判がいないときの
ために，役員が顧問を務める中学校の生徒を会場に残すこともあります。
(8) 団体戦の初戦は，勝敗が決しても５番まで行います。よって，男子団体１，２回戦のすべての
試合，女子団体１回戦のすべての試合で，必ず５番まで試合を行ってください。
(9) 個人戦アドバイザーの入り方について → 本サイト内「卓球専門部競技規則」p６参照
(10) 団体戦ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのﾀｲﾑｱｳﾄ権限について →
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本サイト内「卓球専門部競技規則」p14参照

(11) ユニフォームについて → 本サイト内「卓球専門部競技規則」p4参照

２ 進行上の注意
(1) 本大会は団体戦と個人戦はタイムテーブルを使って進められます。あらかじめ自分たちの試合
のコートを確認しておき，前の試合の進み具合を見て，フロアに降りてきてください。尚，前の
試合が早く終わった場合には，自分の試合の開始５分前になったらコートに入るようにしてくだ
さい。それ以前にはコートに入らないようお願いします。又，前の試合が長引いた場合には，前
の試合終了後，速やかにコートに入るようにお願いいたします。
(2) 試合の進行状況によっては，試合を行うコートを変更することもあります。その場合には放送
を行いますので，放送によく注意していてください。
(3) フロアに降りるときには，すぐに試合を始められる姿（ユニフォーム，ゼッケン着用）で来て
ください。
(4) ベンチについて
① 団体戦・個人戦とも，トーナメントで番号が若い方のチーム・選手がステージ向かって左側
にベンチを取るようにしてください。
(5) 団体戦オーダーは試合開始の10分前までに提出してください。尚，その時間までに対戦相手
が決まらない場合のみ，対戦相手決定後すみやかに提出ください。
(6) 試合終了後，団体戦では勝ったチームの代表，個人戦では負けた選手は，すぐに結果記録表を
進行席に提出してください。ボールは台に置いておくようにして下さい。
(7) 選手が試合に集中できるよう，フロアでの試合観戦・空いているコートでの練習は行わないで
ください。
(8) 観客席から写真やビデオ撮影をすることは一切禁止とさせていただきます。観客席から撮影す
る際に，対戦相手の許可をもらうことが困難であるためです。ご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

３ 会場・施設利用について
※ 駐車場についての詳細案内を，別にWebサイトに掲載します。そちらも御覧ください。
(1) 大会期間中役員が巡回しますので，指示には従って下さいますようお願い致します。
(2) ゴミはすべて持ち帰りでお願いします。
(3) 万が一破損があった場合は，速やかにステージ進行席まで連絡をお願いします。
(4) 落し物等を発見した際には，ステージ進行席まで連絡をお願いします。
(5) 競技の時以外は競技フロアに入らないようにお願いします。御質問等につきましてはステージ
進行席までお申し出ください。

４ プログラムの配付について
(1) 配付数
・ 団体戦参加校 ２部 （団体・個人ともに参加していても２部です）
・ 個人戦のみ参加校 １部
※ 男女は別チームとみなしますので，例えば男子団体と女子個人に参加する学校には３部を配
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付します。
(2) プログラム販売について
H25年度よりプログラムの販売を行っていません。大会参加に当たり必要な情報は本サイトに
掲載しておりますので，それを御持参ください。尚，販売を行わない旨保護者の方に必ずお知ら
せください。

５ 東北大会・全国大会について
【東北大会 ８月５，６，７日（金，土，日) 岩手県一関市】
(1) 東北大会に出場する学校の顧問の先生は，別紙要項を受け取り，申し込みをお願いします。
※ 申込締切が県大会後すぐです。県大会終了後，すみやかに申し込んでください。
(2) 要項配付 団体戦：１日目 団体戦表彰式後
個人戦：２日目 ３日目個人戦表彰後
(3) 出場数

① [団体戦] 男子３チーム，女子３チームが東北大会に出場します。
②

[個人戦] 男女とも，ベスト８に進出した選手が東北大会に出場します。

【全国大会 ８月１９～2２日 北海道】
正規の全国大会出場枠
① [団体戦] 東北大会でベスト４に進出したチームが全国大会に出場します。
② [個人戦] 東北大会でベスト８に進出した選手＋代表決定戦で勝利した４名が全国大会に出場
します。

６ 表彰等について
(1) 男女団体戦は３位まで(代表決定戦で負けたチームも３位です)，男女個人戦はベスト８まで表
彰を行いますので，競技が終了しても帰らないでください。
(2) 個人戦ベスト１６に進出した選手は，９月１０，１１日(土日)に岩沼市総合体育館で行われ
る，全日本ジュニア宮城県予選の出場権を得ます。２，３日目(２４，2５日)に必ず要項をもら
ってから帰るようにしてください。要項はステージ進行席にて配布します。

７ 当日の練習について
(1) 服装：練習は上下ユニフォーム(半袖短パン)，もしくはそれに準ずる服装(半袖練習着等)で行
うようにしてください。
(2) コート割当 ２４，２５日は行いません。お互い譲り合って練習をするようにお願いします。
(3) 練習時間等
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日程

１日目

時間
８：００～ ８：５０

メインアリーナ
○

第 1 試合のチームのみ

９：００～１５：００
２日目

３日目

８：００～ ８：５０

×
○

９：００～１５：００
８：００～ ８：４５

（１８台）

（１８台）
×

○

８：４５～１５：００

（１８台）
×

サブアリーナ
○

（９台）

○

（９台）

○

（９台）

○

（９台）

○

（９台）

○

（９台）

８ その他
(1) 金品の紛失事件が続いています。自己管理のほどくれぐれもよろしくお願いします。盗難事件
ゼロを達成しましょう。
(2) あくまでも，中学生を対象とした大会です。学校生活の延長線であることを意識付けたいもの
です。試合に臨む態度や応援のマナーなどご指導のほどよろしくお願いいたします。「他の学校
の生徒だから…」ではなく，見かけたらお声がけください。
(3) お弁当を業者に注文して体育館に配達してもらう学校は，事前に受け取り場所を指定するな
り，携帯電話等で連絡を取り合うなどして，各学校で責任をもって受け取ってください。これま
でに，体育館の方が対応に困っている例が多々ありました。
(4) 大会終了後，忘れ物などに気づいた場合は体育館に問い合わせるのではなく，名取市立第一中
学校の山下哲哉（０２２－３８２－３０３２）までFAXにてお問い合わせください。なお，大会
後お問い合わせのない拾得物に関しては，年末まで保管をいたしますが，それ以降は処分させて
いただきますことを御了承ください。
(5) 東北大会出場を決めてから申し込みまでの日数がないため，例年，県大会終了前から東北大会
申し込みの準備を始めて頂いておりました。当サイトTOPページに「東北大会ページ」を準備し
ます。こちらに，大会に必要な情報や，公式サイトへのリンクを掲載しますので御確認くださ
い。
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