
次　　第

[1]開会挨拶

[2]資格審査発表

[3]評議員会役員選出　　　 議　　長

書　　記 　

書　　記　　 

[4]議案

　１．2019年度 活動報告

　２．2019年度 大会結果報告

　３．2019年度 決算報告（一般会計）

　４．2019年度 決算報告（強化事業費会計）

 　5．2020年度 協会役員(案）

　６．2020年度 事業計画案(大会別実施要項付）

　７．2020年度 予算案（一般会計・強化事業費会計）

   ８．会員登録要領・大会参加申込要領

　　　　（申込書様式は別添参照）

　９．その他

[5]閉会挨拶

　　   会　場：未定

名　張　市　卓　球　協　会

2020年度

N　　T　　T　　A
　Nabarishi Table Tennis Association

評　議　員　会　議　案　書

　　　実施日：未定



種目団体等 会議名等 回　数 備　　考

　名張市卓球協会 　評議員会 　１回

　理事会 １０回

　大会運営 　９回

　三重県卓球協会 　評議員会 　１回

　理事会 ６回

　大会運営協力 　３回

　審判委員会 ０回

　名張市体育協会 　評議員会 　１回

　理事会等 　３回

　ひなち湖紅葉マラソン大会

　青蓮寺湖駅伝競走大会

　その他

　スタッフ派遣 　２回

■2019年度　活動経過報告 　（2019.4.1～2020.3.31）　名張市卓球協会

　体育館利用調整会議出席

　中学生学年別卓球大会
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■2019年度　大会結果総覧 名張市卓球協会

選　手　名(チーム名） 所属チーム

男子団体 20ﾁｰﾑ 森本洋史・野田有佑・藤原一樹 美旗クラブＡ

女子団体 11ﾁｰﾑ 吉川莉央・大西萌果・土岐彩音 名張青峰高校

男女混合団体 10ﾁｰﾑ 森岡秀之・小西正彦・内藤照美・池内美帆 シビックＡ

中学生男子・単 65名 飯田亘紀 赤目中

中学生女子・単 69名 前川心葉 名張中

男子団体Ａクラス 6ﾁｰﾑ 森本洋史・野田有佑・藤原一樹 美旗クラブＡ

第4回名張リーグ卓球大会 男子団体Ｂクラス 7ﾁｰﾑ 池田太介・廣島利也・奥屋佑・早川純平 Lillys　Ａ

男子団体Cクラス 7ﾁｰﾑ 石井海旭・藤村雄貴・川村将悟 ｋｙｏｕｎａｎ

女子団体Ａクラス 5ﾁｰﾑ 山本登志子・鈴木美和子・川端奈緒子・中村典子 蔵卓会

女子団体Ｂクラス 5ﾁｰﾑ 西村紗妃・酒井まゆ・土岐彩音 名張青峰高校Ａ

女子団体Cクラス 6ﾁｰﾑ 村木優子・麻井勢津子・大辻信雄 クローバーＢ

男子１部・単 20名 中井優吉 プラム

男子２部・単 23名 上村薫 蔵卓会

女子１部・単 14名 土岐彩音 名張青峰高校

女子２部・単 13名 西村紗妃 名張青峰高校

男子初級・単 5名 石川 松尾卓球道場

女子初級・単 4名 植田美智子 クローバーＢ

男子・複 26組 尾崎年伸・西野弘二 ダイベア

女子・複 19組 岡村秀子・水野結衣 ウィズ

ラージボールAグループ・単 8名 今村幸雄 桔梗クラブ

ラージボールＢグループ・単 8名 玉野裕美 なばスポ

ラージボールＣグループ・単 7名 片山節子 なばスポ

ラージボールＡグループ・複 6組 今村幸雄・中恵 桔梗クラブ

ラージボールＢグループ・複 5組 羽藤義則・三宅住子 なばスポ

親睦混合ダブルス団体卓球大会 男女混合・複・団体 132名

男子団体Ａクラス 6ﾁｰﾑ 甲田博亮・東野健也・一宮伸行・宮本将希 ちーどらＡ

男子団体Ｂクラス 7ﾁｰﾑ 真弓覚仁・古川陸弥・山本瑞稀 名張青峰高校Ａ

男子団体Cクラス 7ﾁｰﾑ 磯部圭佑・今谷快翔・福田匡馬 名張青峰高校Ｃ

女子団体Ａクラス 6ﾁｰﾑ 富永麗・村上奏瑛・北森暁 シビックＢ

女子団体Ｂクラス 7ﾁｰﾑ 大西萌果・内山来瞳・石原香里 名張青峰高校Ｂ

女子団体Cクラス 7ﾁｰﾑ 奥中ひろ子・白坂史・仲愛子 桔梗クラブA

中学生男子・単 59名 服部大貴 名張中

中学生女子・単 58名 江川七香 名張中

男子団体110歳未満 26ﾁｰﾑ 島村龍幸・博多隆紀 ならんちゅ

男子団体110歳以上 10ﾁｰﾑ 森岡秀之・小西正彦・内藤照美・池内美帆 シビック

女子団体110歳未満 5ﾁｰﾑ 富永麗・清水咲彩 シビック

女子団体110歳以上 8ｰﾑ 山本登志子・古谷和江 蔵卓会

混合団体110歳未満 9ﾁｰﾑ 中井優吉・藤原芙利 京Ｍｉｘ　B

混合団体110歳以上 14ﾁｰﾑ 一宮和雄・下和田恵子 プラムＡ

名張市卓球選手権大会 男子団体 21ﾁｰﾑ 森永信一・佐藤政博・中井優吉・北井晴雄・奥田尚美 ウーミン

（団体の部） 女子団体 11ﾁｰﾑ
山本登志子・古谷和江・鈴木美和子・川端奈緒子・中村

典子
蔵卓会

男子団体Ａクラス 6ﾁｰﾑ 一宮和雄・大原博人・鎌田尚人・大西光一 プラムＡ

男子団体Ｂクラス 6ﾁｰﾑ 森本洋史・藤原一樹・野田有佑 美旗クラブＡ

男子団体Cクラス 7ﾁｰﾑ 山根慎一郎・中森章太・太田明彦・廣島利也 Lillys　Ｂ

男子団体Ｄクラス 7ﾁｰﾑ 森脇修也・濱田太一・貝増人磨・町野翔音 伊賀ジュニアＴＴＣ　Ｂ

女子団体Ａクラス 6ﾁｰﾑ 土岐彩音・酒井まゆ・森美咲 名張青峰Ａ

女子団体Ｂクラス 7ﾁｰﾑ 泉みゆき・北知子・杉本京子・池内美帆 シビックＡ

女子団体Cクラス 7ﾁｰﾑ 井上美優・石川愛子・中川愛真・福谷彩香 伊賀ジュニアＴＴＣ　Ｂ

男子団体 ﾁｰﾑ

女子団体 ﾁｰﾑ

男女混合団体 ﾁｰﾑ

中学生男子・単 名

中学生女子・単 名

第6回名張リーグ卓球大会

名張ダブルスチーム

オープン卓球大会

ラージボール卓球大会

第16回名張ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会

名張市民総合体育大会

（個人の部）

第10回伊藤和子杯

オープン卓球大会

新型コロナウイルス感染症対策のため中止

単：シングルス　複：ダブルス

大　会　名 種　　目 出場数
優　　勝

第5回名張リーグ卓球大会
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（名   称）

第１条 本会は名張市卓球協会と称する（以下「会」と称する）。

（事務局）

第２条 本会の事務局を事務局長宅に置く。

（目   的）

第３条

（事   業）

第４条 本会は目的達成のため下記事業を行う。

１．卓球の普及活動および講習会等の開催

２．名張市卓球選手権大会およびその他競技大会の開催

３．その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施

（役   員）

第５条 本会に下記役員を置く。

１．会長１名、副会長若干名、事務局長１名、理事若干名を置く。

２.理事会が必要と認めた時は会賓、顧問・参与を置くことができる。

第６条 役員の選任

第７条 役員の職務と任期

１．会長は、本会を代表し業務を統括する。

２．副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合は職務を代行する。

３．理事は、理事会の決議に基づき担当業務を遂行する。

（会　議）

第８条 １．評議員会は、年１回期初に会長が召集し決算・予算ならびに重要事項を審議する。

３．評議員会は、評議員の中から議長１名・書記２名を選出する。

（会計監事）

第９条 １．会計監事は会員の中より２名選出し会計監査を行う。

（会　員）

第10条 １．会員は、本会に加盟登録した者に限る。

２．会員は年会費の納入をもって資格を有する（金額は別途定める）。
３．新規登録チームについては、理事会にて審査を行い決定する。

（会計年度）

第11条 １．本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

２．本会則の改正は、評議員会での決議を得て決定するものとする。

（細　則）

・大会表彰基準 ・役員慶弔関連規定 ・出張旅費規程

（付　則） この会則は、1977年4月1日制定（随時改正）

　　　（2010年4月11日一部改正）

（直近　2018年4月22日一部改正）

　但し、会長が必要と認めた時又は、評議員の過半数の要求があった時は会長がこれを召集

する。

２．評議員会は、会長・副会長・理事・監事及び各チーム選出の評議員で構成し、過半数の

賛同で決定する。

４．理事会は、会長・副会長・事務局長・理事・会計で構成し随時会長がこれを召集する。

本会の運営に関する必要な細則は、内規として本会則に基づき理事会の承認を得て定

めるものとする。

■名張市卓球協会 会則　　　　　

卓球を通じて健康の増進と、技術の向上を図ると共に、会員相互の友好と親善を促進し、地

域のスポーツ文化の振興に寄与する。

１．会長は、斯界有識者もしくは会員の中から、理事会において推薦し評議員会にて承認を

得て決定する。

２．副会長は、斯界有識者もしくは会員の中から会長が委嘱し、評議員会にて承認を得て決

定する。

４．会賓、顧問・参与は会長の諮問に応じる必要がある場合には、会議に出席して意見を述

べることができる。

５．役員の任期は２年とし再任は妨げない。補欠または増員として選任された役員の任期は

同種役員の残任期間と同一とする。
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役員名 氏　　名 主務

会　長 森岡秀之 協会代表

副会長 黒田和彦 会長補佐

副会長 山本章弘 会長補佐

事務局長 髙橋久典 会務窓口

会　計 勝村恭子 会　　計

理　事 鎌田　尚人 会計補佐（新任）

理　事 立花賢一 事務局補佐・HP管理者

理　事 岡　典子 大会運営

理　事 尾崎年伸 大会運営

理　事 芝田和仁 大会運営・審判長

理　事 片山　勲 大会運営

理　事 森本洋史 大会運営

理　事 一宮優子 大会運営

理　事 高礒泰久 事務局補佐

理　事 奥本剛広 事務局補佐

理　事 桝本貴弘 事務局補佐

理　事 池田太介 大会運営

理　事 久保直哉 大会運営（中学担当）

[会計監事]

監　事 岡村秀子

監　事 宮本和代

[三重県卓球協会]

理 　事 芝田和仁

評議員 髙橋久典

評議員 高礒泰久 県協会登録に係る事務

[名張市体育協会]

理 　事 尾崎年伸

評議員 奥本剛広

[任期]

２０２０年４月１日～２０２２年３月３１日

                                2020.4.25

                                 名張市卓球協会

■2020年度　協会役員一覧
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■2020年度　事業計画 （案）

会員 会員外

男女別、混合団体 オープン

中学生男女別シングルス 協会登録会員 無　料 ―

男女別シングルス 500円 1,000円

男女別ダブルス 1組1,000円 1組1,500円

シングルス 500円 1,000円

ダブルス 1組1,000円 1組1,500円

夏季中学生卓球講習会 ー ー ー 中学校訪問指導 ー

中学生男女別シングルス 協会登録会員 無　料 ―

第17回名張オープン卓球大会 2020年12月13日（日） 11月26日（木） 12月5日（土） 男女別、混合団体 オープン

第4回名張障がい者オープン卓球大会

中学生学年別卓球大会 2021年1月17日（日） ー ー ー

冬季中学生卓球講習会 ー ー ー 中学校訪問指導 ー

男女別、混合団体 オープン

中学生男女別シングルス 協会登録会員 無　料 ―

＊　みえスポーツフェスティバル　１０月２４日（土）津市サオリーナ

親睦混合ダブルス団体卓球大会

7月4日（土）

ドロー会議 種　　目事　　　業　（大会名） 開催日

2020年8月9日（日）

第7回名張リーグ卓球大会

名張市民総合体育大会（個人の部）

8月1日（土）

参加資格

7月23日（木）

＊試合方法等各大会の詳細は実施要項を参照して下さい。

1チーム3,000円【中止】

第11回伊藤和子杯オープン卓球大会
2020年4月29日（水祝）

参加申込締切

男女別団体

名張市卓球協会

参加料

4月9日（木） 4月18日（土）

別途案内

混合ダブルス団体

 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学

ー

4,000円3,000円

ー

ー

 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学

12月27日（日）

 協会登録会員 または名張市在住 　

1チーム　2,000円

 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学

1人1,000円

1チーム4,000円

男女別団体
 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学

 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学

3,000円 4,000円

１チーム男女3,000円、混合4,000円

男女別団体

男女別団体
 協会登録会員または

名張市及び伊賀市在住・在勤・在学
3,000円

名張市卓球選手権大会（団体の部）

4,000円

名張ダブルスチームオープン卓球大会 2021年2月23日（火祝） 2月4日（木） 2月13日（土）

10月3日（土）9月24日（木）

第9回名張リーグ卓球大会 2021年1月31日（日） 1月14日（木）

2020年10月11日（日）

ラージボール卓球大会

1月23日（土）

2020年7月12日（日） 6月25日（木）

2020年9月13日（日） 8月27日（木） 9月5日（土）

2021年1月17日（日） 1月9日（土）

第8回名張リーグ卓球大会
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２０年４月２９日（祝・水）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

名張市夏見2812 TEL:0595-63-5339

４．種   目 □男子団体
□女子団体
□混合団体
□中学生男子シングルス
□中学生女子シングルス
※男女別と混合、いずれか１つのクラスにしかエントリーできません。

５．参加資格 オープン
（注）中学生の部は名張市及び青山の中学生・小学生及び協会登録の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。
②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。
③ゼッケンは必ず着用してください。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）
⑤ユニフォームは、チーム単位でできるだけ同一のものを着用してください。
⑥中学生の部と団体戦は重複して出場できません。

７．試合方法 ①１チーム３～４名編成による１ダブルス２シングルスで行います。
　　順序：①ダブルス　②シングルス　③シングルス
　※（但し試合の進行状況によっては、シングルス２試合を先に行います。）
※同じ人がシングルスに２回出場することはできません。
　　（３人編成の場合、１人がダブルスと３番のシングルスに出場できます。）
※申込みメンバーの中で、やむを得ず、当日参加できなくなった場合は2人での参加も認めます。
　　（但しその場合はダブルスを棄権とし、シングルスに出場することとします。）
※混合団体は３名のチーム編成の場合は（男性２名・女性１名）（男性１名・女性２名）とし、
　　４名のチーム編成の場合は（男性２名・女性２名）とします。

② 予選リーグ後順位別決勝トーナメントを行います。
　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）
③中学生男女別シングルスはトーナメントのみです。

８．表   彰 順位別決勝トーナメントの１～３位
　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

９．参加料 １チーム：3,000円
＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。
　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、必ず郵送にて下記まで申し込んでください。
＊〒518-0436　名張市つつじが丘北6-207
　 　　名張市卓球協会事務局　高橋久典宛 　TEL:0595-68-7207
＊FAXでの申し込みは不可です。ご注意ください。
＊受付〆切は、２０２０年４月９日（木）必着です。
＊中学生の部は２０２０年４月１６日（木）１７：００までにメールにて申し込んでください。
＊受 　付：赤目中学校卓球部顧問　久保直哉先生
メールアドレス kubo.nabari@gmail.com

【中止】　第11回伊藤和子杯オープン卓球大会（団体の部）

　　混合団体については、ダブルスで負けたチームが次のシングルス（男or女）を選択できます。

④予選リーグは１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。
   決勝トーナメントは11点５ゲーム（３ゲーム先取）で行います。

実施要項
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 第７回　２０２０年７月１２日（日）　　午前９時開会式
第８回　２０２０年１０月１１日（日）　午前９時開会式
第９回　２０２１年１月３１日（日）　　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

名張市夏見2812 TEL:0595-63-5339

４．種   目 □男子団体（Aクラス・Bクラス・Cクラス・Ｄクラス）
□女子団体（Aクラス・Bクラス・Cクラス・Ｄクラス）

５．参加資格 名張市卓球協会登録会員または名張市及び伊賀市在住・在勤・在学の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。
②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。
③ゼッケンは必ず着用してください。
④ユニフォームは、チーム単位でできるだけ同一のものを着用して下さい。
⑤継続した大会とするため、チーム編成は大会ごとに１名までの変更を認めます。
　 ２名以上変更する場合は違うチームの扱いとし、原則１番下のクラスから出場することとします。
⑥上位クラスの下位２チームは次の大会で下位のクラスへ降格し、下位クラスの上位２チーム
　 は次の大会で上位のクラスに昇格することとします。
　 大会を欠場したチームは次の大会で降格しますが、欠場チーム数が多い場合は、⑥の条件
　 について理事会で判断をし、開会式で報告します。
⑦女子チームに６５歳以上の男性のエントリーを認めますが、男性はダブルスの出場に限定する
   こととします。
⑧男女混成チームは男子の部への参加を認めることとします。

７．試合方法 ①１チーム３～４名編成による１ダブルス２シングルスで行います。
　　順序：①ダブルス　②シングルス　③シングルス
　※（但し試合の進行状況によっては、シングルス２試合を先に行います。）
※同じ人がシングルスに２回出場することはできません。
　　（３人編成の場合、１人がダブルスと３番のシングルスに出場できます。）
※申込みメンバーの中で、やむを得ず、当日参加できなくなった場合は2人での参加も認めます。
　　（但しその場合はダブルスを棄権とし、シングルスに出場することとします。）
②７～８チームによるリーグ戦とします。
　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。また、８チームのリーグ戦においては１試合
　　　を不戦とし、リーグ戦は最大６試合とします。）

８．表   彰 各クラスの１～２位、３位以下のチームで抽選会を行います。
　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

９．参加料 会員：3,000円　　会員外4,000円（チーム内で1名でも会員でない場合）
＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。
　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、各記載日17：00までに下記宛に申し込んでください。
第７回…６月２５日（木）、第８回…９月２４日（木）、第９回…１月１４日（木）
＊受 　付：マツヤマ SSK アリーナ
＊問合せ：名張市卓球協会事務局（高橋久典宅：0595-68-7207）

第7回～第9回名張リーグ卓球大会
実施要項
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２０年８月９日（日）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマSSK アリーナ

４．種   目 □男子シングルス　　一般の部（１部・２部）
□男子シングルス　　マスターズの部（１部・２部・３部）　【60歳以上】
□女子シングルス　　一般の部（１部・２部）
□女子シングルス　　マスターズの部（１部・２部･３部）　【60歳以上】
□男子ダブルス
□女子ダブルス

（注５）シングルスとダブルス両方に出場できます。
（注６）ラージボールとの併出場はできません

５．参加資格 名張市卓球協会登録会員または名張市在住の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。
②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。
③ゼッケンは必ず着用して下さい。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

７．試合方法 全種目予選リーグ後順位別決勝トーナメントを行います。
　（但し参加数により変更する場合があります。）

８．表   彰 ＊決勝トーナメントの１～３位
　（但し参加数により変更する場合があります。）

９．参加料 種　目 会　員 会員外
シングルス    500円    1,000円
ダブルス（1組）    1,000円    1,500円
＊ダブルスの1名が会員外の場合は1,250円とします。
＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。
　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

10.参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、
２０２０年７月２３日（木）17：00までに下記あてに申し込んでください。
＊受 　付：マツヤマ SSK アリーナ
＊問合せ：名張市卓球協会事務局（高橋久典宅：0595-68-7207）

④予選リーグは１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。
   決勝トーナメントは11点５ゲーム（３ゲーム先取）で行います。

名張市民総合体育大会（個人戦）

(注１）男女別シングルスはクラス別とし、一般の部は年齢による制限は行いません。

（注３）男女別ダブルスはクラス分けを行いません。

(注２）クラスは自己申告とします。
（但し参加人数等により理事会においてクラスを変更することがあります。）

実施要項

（注４）年齢は試合当日の年齢を基準とします。
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２０年８月９日（日）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

４．種   目 □ラージボール（シングルス）

□ラージボール（ダブルス）

（注）シングルスとダブルス両方に出場できます。

（注）名張市民総合体育大会（個人の部）との併出場はできません。

５．参加資格 名張市卓球協会登録会員または名張市及び伊賀市在住、在勤、在学の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。

　 （一部名張市卓球協会ルール（ローカルルール）とします。）

②ゼッケンは必ず着用してください。

③１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

④ラケット及びラバーに制限はありません。

⑤使用球は４４mmプラスチック公認球とします。

⑥ダブルスのペアは男女を問いません。

７．試合方法 リーグ戦を行います。

　（但し参加数により変更する場合があります。）

８．表   彰 ＊シングルス、ダブルスそれぞれのリーグ戦の１～３位

９．参加料 種　目 会　員 会員外

シングルス    500円    1,000円

ダブルス（1組）    1,000円    1,500円

＊ダブルスの1名が会員外の場合は1,250円とします。

＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。

　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

10.参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、

２０２０年７月２３日（木）17：00までに下記あてに申し込んでください。

＊受 　付：マツヤマ SSK アリーナ

＊問合せ：名張市卓球協会事務局（高橋久典宅：0595-68-7207）

ラージボール卓球大会

実施要項
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親睦混合ダブルス団体卓球大会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２０年９月１３日（日）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

４．種   目 □混合ダブルス団体戦（６～８チーム総当たり戦）

□中学生男子シングルス

□中学生女子シングルス

参加者全員を男女数をほぼ均等に各チーム（６～８チーム）に本部にて厳正に振り分けます。

混合ダブルスのペアはチーム内で試合ごとに変わります（いろいろな方とペアになります）。

試合順（オーダー用紙）は、本部にて決定し各試合ごとにお渡しします。

チームの順位は、各混合ダブルスの得点の総合計で決まります。

（注）参加者の男女比率によっては、女子ダブルスを入れる場合があります。

所属チームや卓球の実力を考慮して出来る限り均等に振り分けます。

卓球の実力や所属ﾁｰﾑに関係なく、参加者の皆さんに楽しんでいただける

よう考えています。奮って皆さんのご参加をお願い申し上げます。

＊中学生の部と親睦混合ダブルス団体は重複して出場できません。

５．参加資格

（注）中学生の部は名張市及び青山の中学生・小学生及び協会登録の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。

②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。

③ゼッケンを必ず着用して下さい。

７．試合方法 各チーム10～12ペア　（参加者総数によって変わります）の混合ダブルス団体戦です。

８．表   彰 各チーム順位ごとに、参加者全員に賞品があります。

９．参加料 １人：1,000円

＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。

　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、

２０２０年８月２７日（木）17：00までに下記あてに申し込んでください。

＊中学生の部は２０２０年８月２７日（木）１７：００までにメールにて申し込んでください。
＊受 　付：赤目中学校卓球部顧問　久保直哉先生
メールアドレス kubo.nabari@gmail.com

＊問合せ：名張市卓球協会事務局（高橋久典宅：0595-68-7207）

④試合は全て３セット目まで行います。

＊受 　付：マツヤマ SSK アリーナ

（ジュースのときは10-１１で終了します）。

名張市卓球協会実施要項

名張市卓球協会登録会員または名張市及び伊賀市在住、在勤、在学の者に限ります。
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会・三重県障がい者卓球協会

２．実施日 ２０２０年１２月１３日（日）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

名張市夏見2812 TEL:0595-63-5339

４．種   目 年齢別団体戦

□男子団体　①１部（２名合計１２０歳未満）、②２部（２名合計１２０歳以上）

□女子団体　①１部（２名合計１２０歳未満）、②２部（２名合計１２０歳以上）

□混合団体　①１部（２名合計１２０歳未満）、②２部（２名合計１２０歳以上）

※男女別と混合、いずれか１つのクラスにしかエントリーできません。

５．参加資格 オープン

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。

②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。

③ゼッケンは必ず着用してください。

④予選リーグは１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

７．試合方法 ①１チームの編成は２名とします。

②試合は１ダブルス・２シングルスで行います。

　（ダブルス・シングルス・シングルス）の順で行います。

　※（但し試合の進行状況によっては、シングルス２試合を先に行います。）

　混合団体については、ダブルスで負けたチームが次のシングルス（男or女）を選択できます。

③予選リーグ後順位別決勝トーナメントを行います。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

④決勝トーナメントは試合順序を入れ替える場合があります。

８．表   彰 順位別決勝トーナメントの１～３位

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

９．参加料 １チーム：2,000円

＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。

　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、必ず郵送にて下記まで申し込んでください。

＊〒518-0436　名張市つつじが丘北6-207

　 　　名張市卓球協会事務局　高橋久典宛 　TEL:0595-68-7207

＊受付〆切は、２０２０年１１月２６日（木）必着です。

＊小・中学生のみのチーム編成では参加できません。

　　　　　　　　第１7回名張オープン卓球大会（団体戦）

　　　　　　　  第 4 回名張障がい者オープン卓球大会
　　　　　　　　　　　　実施要項(障がい者オープン卓球大会は別途案内）

＊FAXでの申し込みは不可です。ご注意下さい。

※年齢は試合当日の年齢を基準とします。

※120歳以上のペアは120歳未満のクラスに出場することができます（逆は不可）。

   決勝トーナメントは11点５ゲーム（３ゲーム先取）で行います。
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２１年１月１７日（日）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ

４．種   目 □男子団体
□女子団体

５．参加資格 ＊名張市卓球協会登録会員または名張市及び伊賀市在住・在勤・在学の者に限ります。
＊１チームの編成は２～６名とします。
　ただし、２名の場合は１番、２番のシングルスを棄権とし、３名の場合は１番のシングルスを棄権
　とし、試合を成立させるものとします。
＊男女混成チームは男子の部への参加を認めます。
＊登録チームを基本としますが、チーム編成に不足が生じた場合、他チーム（個人登録を含む）
　  との混成を認めます。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。
②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。
③ゼッケンは必ず着用してください。

　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

７．試合方法①試合は４シングルス・１ダブルス　（①Ｓ　②Ｓ　③Ｄ　④Ｓ　⑤Ｓ）の順で行います。
　（但し試合の進行状況によっては、試合順序を変更する場合があります。）
　　①と②のシングルス同士が③のダブルスを組むことはできません。
②シングルス２回の出場はできません。
③予選リーグ後順位別決勝トーナメントを行います。
　 （但し参加チーム数により変更する場合があります。）

８．表   彰 順位別決勝トーナメントの１～３位
（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

９．参加料 １チーム：4,000円　
＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。
　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込別紙申込用紙に所定事項を記入の上、
２０２０年１２月２７日（日）１７：００までに下記あてに申し込んでください。

名張市卓球選手権大会（団体の部）

＊問合せ：名張市卓球協会事務局（高橋久典宅：0595-68-7207）
＊受　 付：マツヤマ SSK アリーナ

実施要項

④予選リーグは１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。
   決勝トーナメントは11点５ゲーム（３ゲーム先取）で行います。
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名張市卓球協会

１．主   催 名張市卓球協会

２．実施日 ２０２１年２月２３日（祝・火）　午前９時開会式

３．会   場 マツヤマ SSK アリーナ
名張市夏見2812 TEL:0595-63-5339

４．種   目 □男子団体 （ダブルスの団体戦）
□女子団体 （ダブルスの団体戦）
□混合団体 （ダブルスの団体戦）
※男女別と混合、いずれか１つのクラスにしかエントリーできません。
□中学生男子シングルス （小学生含む）
□中学生女子シングルス （小学生含む）
(注)中学生は、男女別団体との重複出場は不可です。

５．参加資格 オープン
（注）中学生の部は名張市・青山の中学生・小学生及び協会登録の者に限ります。

６．競技ルール ①現行の日本卓球協会ルールを適用します。
②使用球は４０mmプラスチック公認球とします。
③ゼッケンは必ず着用してください。

　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）

７．試合方法 （１）男女別団体
　　①１チーム編成は、３名～５名とします。
　　②３組のダブルスを編成して試合を行います。
　　　 １名は２組（２回）のダブルスに出場できます。ペアの順序は自由です。
　　　※（男２人・女１人、男１人・女２人）のチームに限り、混合の部に出場できない
　　　　ことから、男子団体に出場を認めます。
（２）混合団体
　　①１チーム編成は４名～６名（男女各2名以上）とします。
　  ②３組の混合ダブルスを編成して試合を行います。
　　　 １名は２組（２回）のダブルスに出場できます。ペアの順序は自由です。
※（１）（２）は予選リーグ後順位別決勝トーナメントを行います。
　　　　　　（但し参加チーム数により変更する場合があります。）
（3）中学生男女別シングルスはトーナメントのみです。

８．表  彰 順位別決勝トーナメントの１～３位
　（但し参加組数により変更する場合があります。）

９．参加料 男子団体、女子団体１チーム：3,000円、混合団体１チーム：4,000円
＊中学生男女別シングルス（小学生含む）は無料
＊参加料は試合の当日、開会式までに本部席にてお支払いください。
　 本部席の準備ができしだいアナウンスさせていただきます。

１０．参加申込 別紙申込用紙に所定事項を記入の上、必ず郵送にて下記まで申し込んでください。
＊〒518-0436　名張市つつじが丘北6-207
　 　　名張市卓球協会事務局　高橋久典宛 　TEL:0595-68-7207
＊FAXでの申し込みは不可です。ご注意下さい。
＊受付〆切は、２０２１年２月４日（木）必着です。
＊中学生の部は２０２１年２月４日（木）１７：００までにメールにて申し込んでください。
＊受 　付：赤目中学校卓球部顧問　久保直哉先生
メールアドレス kubo.nabari@gmail.com

実施要項

④予選リーグは１１点３ゲーム（２ゲーム先取）で行います。
   決勝トーナメントは11点５ゲーム（３ゲーム先取）で行います。

名張ダブルスチームオープン卓球大会

－１５－



名張市卓球協会

[収入の部] 　　　　　　　　　　　　　　　(単位・円)

項　目 予算額 備　考

 前年度繰越金 630,907

 協会登録料 300,000  1,000円×200人 ・500円×200人（中学生）

 市体協補助金 100,000

 総体助成金 15,000

 大会参加料 1,000,000

 還付金 10,000  県登録還付金

 雑収入 1,000

 収入合計 2,056,907

[支出の部]

項　目 予算額 備　考

 負担金 100,000  体育協会加盟料

 大会運営費 1,000,000  会場使用料・賞品・試合球 等

 会議費 70,000  理事会・県評議員旅費等

 事務費 70,000  事務用品等

 印刷費 40,000

 通信費 20,000  振り込み手数料・郵便等

 保険料 30,000  参加者傷害保険料

 慶弔費 30,000

 強化事業費 130,000  強化事業費会計へ

 予備費 70,000 モバイルパソコン

 次年度繰越金 496,907

 支出合計 2,056,907

2020年4月1日

名張市卓球協会
　　　　　　       　会長　森岡秀之

　　　　　　　　  　 会計  勝村恭子

2020年度一般会計予算(案）
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名張市卓球協会

[収入の部]
　　　　　　　　　　　　　　　(単位・円)

項　目 予算額（Ａ） 備　考

 前年度繰越金 207,357

 強化事業費 130,000  一般会計より

 雑収入 5  利息等

 収入合計 337,362

[支出の部]

項　目 予算額 備　考

 強化事業費 100,000  中学生大会・中学生学年別卓球大会

 指導者派遣費 50,000

 予備費 50,000

 次年度繰越金 137,362

 支出合計 337,362

2020年4月1日

                  名張市卓球協会
　　　　　　       　会長　森岡秀之

　　　　　　　　     会計  勝村恭子

2020年度強化事業費会計予算(案）
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M    E    M    O

NTTA
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N　T　T　A
Nabarishi Table Tennis Association


