
 

令和元年度 第５８回 長野県中学校総合体育大会 

南信地区大会 卓球競技の部 開催要項 
 

１ 期  日  令和元年 ６月２２日(土) 団体戦    ６月２３日(日) 個人戦 

 

２ 主  催    南信地区中学校体育連盟 

 

３ 後  援    諏訪地方市町村教育委員会協議会 

飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

 

４ 主  管    南信地区中学校体育連盟卓球専門委員会 

 諏訪地区中学校体育連盟卓球専門委員会 

        上伊那地区中学校体育連盟卓球専門委員会 

 

５ 大会役員  大会長   ：南信地区中学校体育連盟会長   小林久通 

        副大会長  ：南信地区中学校体育連盟副会長  赤羽秀俊 熊谷邦千加 

        大会委員長 ：南信地区中学校体育連盟理事長  藤田浩史 

        大会副委員長：南信地区中学校体育連盟理事   池田秀司 宮下寿男 

        大会委員  ：南信地区中学校体育連盟評議員  藤澤義富 名取秀樹 三尾利彦 

               南信地区各中学校長 

               南信地区各競技専門委員 

 

６ 競技役員 

  会場責任者 団体戦          個人戦 

救護員   団体戦          個人戦 

  競技委員長 小椋純也（豊丘） 

  同副委員長 垣内孝康(伊那東部) 楯岩雄治（上諏訪)  杉山竜己（緑ヶ丘） 

  審判長   小松原拓(旭ヶ丘) 

  副審判長   

   

  生徒役員  開催郡中学校生徒 

 

７ 参加資格  長野県中学校体育連盟に加入する中学校生徒で、校長が参加を認めた者。 

 

８ 参加制限  諏訪地区 ：団体男女各３チ－ム、個人男子２４名、女子１６名 

        上伊那地区：団体男女各３チ－ム、個人男女各２０名 

         下伊那地区：団体男女各６チ－ム、個人男女各２０名 

 

９ 表彰    団体、個人とも４位まで表彰する。 

 

10 その他  本大会は、第５８回長野県中学校総合体育大会の地区予選を兼ねる。県大会出場権に

ついては、競技要項による。 

 

11 会場  高森町民体育館 

 

12 日程  ６月２２日(土)【団体戦】 

           係による準備７：００ 開場７：３０  監督会議８：１５  

開会式８：３０ 競技開始９：００    閉会式(表彰)は１６：００～の予定 

            

今年度より、大会運営費
として登録選手 1 人あ
たり１００円の参加料
を徴収致します。 



 

６月２３日(日)【個人戦】 

                 係による準備７：３０ 開場８：００ 監督会議８：３０  

開会式８：５０ 競技開始９：２０  閉会式(表彰)は１４：３０～の予定 

＜開会式＞ 進行…田原（阿智） 

 １．開式の言葉 杉山（緑ヶ丘） 

 ２．優勝杯返還 男子団体…箕輪中学校    準優勝楯…伊那東部中学校 

        女子団体…緑ヶ丘中学校   準優勝楯…高森中学校 

  男子個人…西村柊人（伊那東部） 女子個人…近藤愛美（緑ヶ丘）※２日目 

３．会場責任者挨拶  団体戦:           （         ） 

            個人戦：          （         ） 

 ４．選手宣誓 団体戦：下伊那地区大会優勝校選手代表 

                         男子         女子       

            個人戦：下伊那地区大会優勝選手 

              男子    （    ） 女子    （    ） 

 ５．競技上・進行上の注意 小松原（旭ヶ丘） 

 ６．会場使用上の注意   石原（高森） 

 ７．連絡、救護連絡員紹介 小椋（豊丘） 

 ８．閉式の言葉 杉山（緑ヶ丘） 

 

 ＜閉会式＞ 進行…田原（阿智） 

  １．開式の言葉       杉山（緑ヶ丘） 

  ２．成績発表、表彰      会場責任者、小松原（旭ヶ丘） 

  ３．講評          会場責任者 

  ４．諸連絡         小椋 

  ５．閉式の言葉       杉山（緑ヶ丘） 

 

13 競技方法 

（１）団体戦 

 ①男子４ブロック、女子４ブロックで１次リ－グ戦を行い、それぞれの１・２位で２ブロックの２

次リーグ戦を行う。２次リーグそれぞれの１・２位校で決勝トーナメントを行う。 

 ②４単１複、ダブルスを３番に行う。試合はすべて３点先取とする。ただし予選リーグにおいては

時間がある限り５番までやってよい。 

 ③１校の選手登録は１０名以内とし、試合毎に１校６名でチ－ムを編成する。（選手は、単・複の

両方に出場することはできない。） 

 ④試合の前に、試合コートで監督はオ－ダ－の交換をする。（トス…勝ち監督が進行、負け監督が

試合記録）選手読み上げは１校全て読み上げてから相手校を読み上げる。 

 ⑤審判は対戦校より次のように出す。 

  ・トス勝チ－ム側より１・３・５番の主審。２・４番の副審。 

  ・トス負チ－ム側より２・４番の主審。１・３・５番の副審。 

 ⑥トス負監督は、本部より試合結果記入用紙を受け取り全ゲ－ムの記録を記入する。試合終了後、

両監督が記録用紙にサインをし、試合に勝ったチームの監督が本部に提出する。 

 ⑦ゲーム間の休息は１分以内とし、監督・アドバイザ－のアドバイスを受けることができる。 

 ⑧アドバイザ－として、次のうちの１名のベンチ入りを認める。学校長の承認を得た当該校の教

員・指導者、または生徒。選手は、ベンチを離れてアドバスを受けることはできない。 

 

 

（２）個人戦 

 ①ト－ナメント戦で行う。 

 ②タイムテーブルに沿って行う。試合の５分前にはコートに入る。前の試合が遅れている場合は前



 

の試合が終わり次第試合に入る。 

 ③１試合目は割当校の審判、２試合目以降は敗者審判で行う。敗者は、記録用紙を本部に届けた後、

試合を行ったコートの審判をする。 

 ④承認を受けたアドバイザ－のアドバイスを受けることができる。セット間に１分以内とする。各

校、個人戦出場者数と同じ人数までアドバイザーを登録できる(申込書に必ず記入)。複数の選手

が、同じアドバイザーからアドバイスを受けることができるが、選手はコート陣地を離れること

はできない。また、選手が一試合の中でアドバイスを受けることができるのは一人である。（途

中でアドバイザーを交代することはできない） 

 

14 南信大会参加申し込み方法 

＊専門委員長が郡大会終了後、ただちに団体・個人共ランクをつけてエントリ－する。 

＊参加資格を得た学校は、参加申込書・アドバイザー承認書をデータと正式文書で下記のように提

出する。 

 データファイルによる参加申込書 

下記ＵＲＬにアクセスし、申込書をダウンロードし、６月１３日（木）までにE-mailで申込書

を添付して送付する。 

 参加申込書のダウンロードＵＲＬ        E-mailの送付先 

 

 

     

＊受信確認の返信をします。 

 正式文書（参加申込書とアドバイザー 承認書 校長印のあるもの） 

  下記の住所に６月２０日（木）までに郵送する。 

 

 

 

 

 

15 組み合わせ・・・南信３地区委員長会の規定による。 

（１）団体戦 

３校ずつの予選ブロックを４つ作り、各ブロックの１・２位の８校で2ブロックの２次リーグを

行う。２次リーグの上位各２校で決勝トーナメントを行う。 

＜予選リーグ＞ 昨年度新人戦南信大会ベスト４をABCDの順にブロックに振り分ける。 

男子 A１位：上伊那（箕輪）   B２位：下伊那（旭ヶ丘） C３位：上伊那（伊那東部）  D４位：下伊那（高森） 

女子 A１位：下伊那（旭ヶ丘） B２位：下伊那（高森）  C３位：諏訪（岡谷北部）  D４位：下伊那（松川) 

その他のチームの組み合わせは３地区専門委員長による組み合わせ会議で決定する。 

  男子 

      上伊那１        下伊那１           上伊那２        下伊那２ 

                                                                                     

        Ａ            Ｂ           Ｃ              Ｄ      

                                                                                     

 

  女子 

      下伊那１          下伊那２          諏訪１         下伊那３  

                                                                                     

         Ａ            Ｂ           Ｃ                Ｄ      

                                                                                     

 

 

 

 

              
〒399-3202 下伊那郡豊丘村神稲

く ま し ろ

4020番地   豊丘中学校 小椋純也 宛  
            ℡ 0265-35-2125   FAX 0265-35-7264 

http:// nanshin-ppjh.seesaa.net E-mail ogura.j1117@outlook.jp 

 （豊丘中 小椋純也 宛） 

mailto:ogura.j1117@outlook.jp


 

 

 ＜２次リーグ(男女共通)＞                ＜決勝リーグ＞                

      ２次リーグＥ              ２次リーグＦ                            

 Ａ１ Ｄ１ Ｂ２ Ｃ２   Ｂ１ Ｃ１ Ａ２ Ｄ２   

Ａ１     Ｂ１     

Ｄ１     Ｃ１     

Ｂ２     Ａ２     

Ｃ２     Ｄ２     
  
＊リーグ内における順位の決め方  

 リーグ戦で勝ち点が同じ場合は、２校間の場合は当該校間の勝敗により勝者が上位となる。３校間

の場合は、３校間の対戦結果を抜き出し、マッチ率、ゲーム率、得失点率の順で順位を決める。

それでも順位がつかない場合は抽選とする。 

 

 

 

 

 

 

（２）個人戦 

各地区専門委員長による組み合わせ会議において、昨年度の新人戦南信大会および各種大会の結

果および地区のバランスを考慮して地区ランク入りの組み合わせを作成し、各地区大会終了後、

ランクに従って選手の位置を決定する(出場数によるが、原則としてベスト８以前で同校選手が対

戦しないように配慮する)。３位決定戦を行う。 

 

16 ル－ル 

   現行の日本卓球ル－ルに準じて行う。試合球は４０ｍｍプラスチック球と

する。 

   タイムアウト制について・・・本大会では採用しない。 

（１）マナ－の向上について 

  ①団体戦開始時の整列とオ－ダ－の確認・挨拶は、ユニフォームとする。 

  ②選手の挨拶 

   ・ラケット・ラバ－を審判が確認し、互いにも見せ合う。 

  ・相手・主審・副審に挨拶をする。（セット間は不要） 

  ・試合終了後も同様の挨拶をする。 

  ③団体戦終了時の挨拶 

  ・整列し、進行に従ってお互いに挨拶をする。（この後、相手校ベンチへのあいさつはしない） 

（２）ル－ル上のマナ－ 

  ①審判は判定動作をはっきりする。カウンターは胸まで上げる。 

 ②特に正しいサービスを心がける。 

 ③紛らわしいサ－ビスは、レットの宣告でやり直し、度々なら審判長の指示を受ける。 

  ④タオルの使用は、ポイントの合計が６の倍数の時に限る。 

  ⑤セット間のアドバイスは１分以内を厳守する。 

（３）応援のマナ－ 

    ・団体戦ベンチでの応援は、基本的に座って行う(次の試合に出る選手のアップはよい)。 

  ・競技開始前は、各校独自の応援をしてよいが、競技中は拍手を主体とする(ラリー終了直後の

一声はよい)。 

（４）選手は揃いのユニフォ－ムを着用し、右のようなゼッケン（ゼッケンは、協会登録用が望まし

い）をつける。（揃わない場合は、監督会議で申し出て、了解を得る。） 

（５）フロア－におりる人数は以下のように制限する。 

監督・登録アドバイザー（監督章・アドバイザー章をつける）登録選手（10人以内）・審判(台

優勝 

 

 

 

E１   F2    E2   F1 

 

３位決定戦 

 

選手名（14 ㎝） 

 

 

学校名（7 ㎝） 

勝ち点・・・・２点  負け・・・１点  棄権・・・０点 

マッチ率・・・勝ちマッチ数÷負けマッチ数 

ゲーム率・・・得ゲーム数 ÷失ゲーム数 

得失点率・・・・全得点÷全失点 



 

の数 ゼッケンをつけない) 

(６) ラバー接着剤は日本卓球協会公認の物を使用する。 

 

17 南信大会実施要項の配布について 

 ・参加者名簿と組み合わせが入った実施要項については、各校へ郵送せず、大会当日の朝に配

布する。（各校 学校長用１冊 団体戦１チームにつき２冊 個人戦のみの出場校は男女別

に１冊ずつ＋学校長用１冊） 

 ・団体と個人の組み合わせ及び実施要項は、６月１３日（木）以降に下記のブログに掲載する。

必要な箇所についてはあらかじめ印刷して、生徒に配布する。 

長野県中体連南信卓球専門部 ブログ URL＜http://nanshin-ppjh.seesaa.net/＞ 

  ＊「南信中体連卓球専門部」で検索。 

 

18 県大会について 

（１）期日、会場 

７月１３日（土）団体戦 茅野市運動公園総合体育館 

１４日（日）個人戦     〃      団体上位４チ－ム、個人16名が出場できる。 

 

（２）申し込み方法 

 長野県中学校体育連盟のホームページより申込書をダウンロードして作成し、下記メールアド

レスに６月２６日(水)までに送付する。また、正式書類は下記宛に６月２７日(木)までに送付

する。 

    ※県大会の組み合わせについては、県中体連のホームページに掲載予定。（ホームページへの

掲載は７月１日以降の予定。要項の郵送はしない。） 

    ※組み合わせ会議があるので期限を厳守すること。 

 

 

 

 

 

19  その他 

（１）インフルエンザ等への対策及び対応については、別紙通知による。（詳しくは各地区専門委員

長へ） 

（２）南信大会の組み合わせおよび大会結果は、上記 HP に記載する。（大会申込書が結果を公表

することの承諾書を兼ねる） 

（３）作年度より、部活動指導員（県市町村教育委員会などが任命した人）が団体戦の監督を務

めることができる。 

（４）今年度より、大会運営費として登録選手 1 人あたり１００円の参加料を徴収致します。ご

理解の程よろしくお願い致します。 

（５）県大会出場者による南信地区強化練習会のお知らせ 

６月２９日(土) 豊丘村民体育館にて 

※個人戦出場者も参加してください。連合チームを作ります。 

※詳しくは南信大会当日に連絡します。 

 

〒399-8303 安曇野市穂高5119-2  穂高東中学校  薄田啓太郎 

     ℡ 0263-82-2230   FAX 0263-82-7418  メールアドレス usuda@teacher.nifty.jp 

 


