
第 30回松本卓球連盟会長杯卓球選手権大会

【開 催 要 項】

1 同 時  令和 4年 1月 23日 (日 )8時 00分開場 (高校・一般の部 11時 30分 )

2 場 所  松本市総合体育館 (松本市美須々)IIbl.0263‐ 32‐ 1818

3 主 催  松本卓球連盟

4 後 援  松本市・松本市教育委員会・ 日本卓球株式会社

5 種 目  年代別の個人戦

(1)男子小学 3年以下の部     (2)女 子小学 3年以下の部

(3)男子小学 4～ 6年の部     (4)女 子小学 4～ 6年の部

(5)男子中学 1年の部

(7)男子中学 2年の部

(11)男 子高校 2年の部

(13)男子一般の部

(6)女子中学 1年の部

(8)女子中学 2年の部

(12)女子高校 2年の部

(14)女子一般の部

(9)男子高校 1年 (中学 3年)の部 (10)女子高校 1年 (中学 3年)の部

※上部の学年への出場は認めないが、一般の部へは可能 とします。

ただし、 1人 1種 目とします。

6 参カロ資格 (1)高校以下の部は、長野県中信地区居住者 もしくは通学 している者

(2)男女一般の部は、長野県居住者もしくは通勤・通学 している者

(3)松本卓球連盟会長が特に認めた者 (長野県外からの参加は認めない)

7 試合方法 (1)予選 リーグ・決勝 トーナメン トとします。

(2)高校 。一般の部は 11:30受 付 とし、午後の開催 とな ります。

8 使用球  ニッタク

9 審 半J  リーダ戦は相互審判、 トーナメン トは敗者審判 とします。

10 表 彰  (1)優 勝者へは会長杯 (持ち回 リカップ)・ 賞状を授与 します。

(2)2位・ 3位への入賞者へは賞状を授与 します。

11 参加料  (1)だ 学ヽの部・中学の部 800円 /人
(2)高校の部 。一般の部 800円 /人
(3)当 日、チーム・学校 ごと受付ヘ

12 申込先  松本卓球連盟事務局 〒390‐0807 松本市城東 2丁 目 1番 19号
★申込フォームから必要事項を入力の上、申込下さい。

小学3年以下の申込 猿tps://毎rm.os7.biz簿鶯a,おOc/

ノjヽ学4～ 6年の部量撻si〃もごm.osT.bJf『 3貿6311/

中学・高校 。一般の部 https∵ /あrlil、 os7,biZttc123401a/

上記 URLにアクセスしてください。

★ファックス 0263-33-0371
※ファックスでも受付 しますが、できるだけ申込フォームからお願いします。

ファックス用の申込み用紙 |ま松本卓球連盟ホームページよリダウンロー

ドしてください。



13 申込事限 令議 3年 12月 28日 (火)午後 5時まで (期限厳守)

申込の確認は、松本卓球連盟参ホームベージで行つてくだ基い。

壼 妻生産三L羞堅菫菫轟慶聾鐘 幸l峯「

14 新型コロナウイルス感染予防対策 として

(1)こ の大会は無観客試合 といた します。大会への参加者以外の入場は制限させていただ

きます。当日の入場者は全員別紙 「大会参加者健康状態申告書」にご記入いただき入

場時にご提出ください。

121会場に入場できるのは、選手・監督 (1名 /チーム)・ コーチ (1名 /チーム)・ 大会役

員に限る。

但 し、理ヽ学 4～ 6年の部 :ま 1チームにう:率者 l墓 を認めます。

堪ヽ学 3-7年以下の部は参カロ者 14につき 14の暮:率 を認めます。

(0以下に該当する方は参加を見合わせてください。

□体調がよくない場合 (発熱 0咳・咽頭痛・味覚臭覚の異常などの症状がある場合 )

□同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合

□過去 14日 以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要 とされている国、地

域等へ渡航または当該在住者 と濃厚接触がある場合

に)各自ェる_z上壬袋を登参してください (競技中以外はマスクを着用し、審判時は手袋

を着用)

(う こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願いいたします。

16)他の参力E者、役員、スタッフ等との距離の確保に努めてください。 (できるだけ2m
以上 :障がい者の誘導や介助を行 う場合は除きます)

仔)大きな声での会話、応援等は避けてください。

③ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置をお守りいただき、主催者の指示に従

ってください。

輸)大会終了後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し

て速やかに報告してください。

は0選手は自分の試合が終了したら極力早く帰宅をお願いします。応援のために会場に残

ることはご遠慮ください。

仁0大会開催の可否につきましては、県で発表されている「長野県新型コロナウイルス感

染症・感染警戒レベル (松本圏域)」 がレベル 3の場合は「日本卓球協会ガイ ドライ

ン」に基づき開催。レベル 5の場合は中止。レベル 4の場合は主催者側で状況を勘案

し決定いたします。尚、大会中止の場合はホームページに掲載いたします。

仁動大会参加について、大会当日、上記感染レベルが5の圏域からの参加者は出場及び入

場をご辞退 ください。

15 その他

当日の会場ですが、空調設備改装中のため暖房が使えません。

各 自で寒 さ対策を徹底 して頂きますようお願い致 します。



第30回松本卓球連盟会長杯卓球選手権大会 参加申込書

1  チーム名

2  監督
連絡先

3  コーチ
連絡先

4  種目(種 目番号)

種 別 Uヽ HJをリ 彊 日 さ し 晨0人 Vこ こ し t`lL9El―ノ

男子 女子
|

※

会場に入場出来るのは申込書に記載のある監督 =コーチロ選手・引率者のみとなります。

※引率者について

1)(2 3年以下 こつき1名まで

(3)(4)男 女小学4年～6年の部 1チームにつき1名まで

中学生以上の種日は引率者の登録は出来ませんので、ご注意下さい。

番号 氏 名 学年 引率者 過去の戦績など

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ 種 目 =男女別に 1枚 として記入す る事。

※ 10人以上の場合は、用紙をコピーの上、番号を修正 してください。

※ 申込期限 12月 28日 (火) ファックス送付先 0263-33-0371



第30回松本卓球連盟会長杯卓球選手権大会 参加の皆様へのコロナ対策注意事項

本大会は、新型コロナ感染拡大予防をふまえた「日本卓球協会が制定するガイ ドライン」

等にも基づき、参カロ選手 。大会役員等の「健康と感染拡大防止」を第一に、最大限の感染

予防対策を講じて実施します。

【入場について】

1.全員マスク着用。

2.指定された入場口 (1階 or 2階)周辺に密を避けながら整列待機。

3.チーム全員が集まつた段階で入場。「大会参加者健康状態申告書」を入場者チェック場

の係員に一人一人提出。当日朝の体温の記載がない者はその場で検温する。 その際

37.5℃ 以上ある場合は入場できない。

4.入場後、チーム代表者 1名 が受付にて参加料の支払いを行い、チームの出欠状況を報

告する (棄権受付).

5.入場後、選手は指定された観客席へ移動し1つ程度席を空け待機。

6.雨天の場合は、傘をご持参いただき 外で待機願います。

【会場使用上の注意】

1.ア リーナの入日と出日、階段の上りと下りなど会場内は指示された動線で移動する。

2.下駄箱は使用せず持参した袋に入れて移動、上下履きの区別をしらかりする。 (ビユー

ル袋の用意あります)

3.観客席は各チーム指定の場所に密にならないよう間隔を空けて座る。また、立って観

戦はせず、手すりには触らない。

4.貴重品、財布等は自己で管理を徹底し、ゴミの始末は各自各チームで全て持ち帰る.

忘れ物は感染拡大防止対策のため、保管せず処分させていただきます。

5。 ロビーでの素振り。シャドウプレイ・ダッシュなどのウオーミングアップはしない。

【朝の練習について】

1.朝の練習は行いません。

【開会式について】

1.観客席の各チーム指定場所に座つた状態で行 ラ。

【競技中について】

1.  ゲームごとのチェンジエンドは行わない。

2, 試合の前のトスにて、エンド及びサーブ 。レシーブを決める。



3. ・アリーナヘは、試合を行う選手と審判―のみ人場できる。

4. 予選リーグ、各ブロック 1番の選手が本部ヘボールと対戦表を取りに来る。

5. 予選リーグは相互審判。決勝 トーナメントは敗者審判とする。

6. 1競 技中の大声は避ける。

7=  プレ∵ヤー以外はボールに触れないようにする。

8. 試合前のラケット交換はせず、相手によく見せる。

9.  卓球台の上で手を拭いたり、シューズの裏等を手で触れない。

10.試 合前後の握手は行わない。

11.試 合前後の移動においても接触や 3密を避けること。

12.予 選リーグ 1位の選手がボールと対戦表を持つて本部へ結果報告する。

13.審 判は、試合が終了したら備え付けの消毒液を使いタオルで卓球台とタオルを掛

けた部分を拭いてください。

14.審 判は手袋・マスクを着用し、スコアボー ドで得点を示してください。また、得

点をコールしないでください。 (手袋は持参願います)

15. 審判はボールに触れないでください。 '

16.試 合・審判終了ごとに各自、手洗い 。消毒をする。

17.試 合中の選手以外は全員指定された観客席から座って観戦する。

13.大 きな声での会話・応援はしない .

19. 定期的にアリーナの換気を行います。試合中であつても中断することがあります。

20。 飲料は自分専用のものを飲み、回し飲みをしない。      |
21.試 合及び審判終了後、速やかに帰宅する。

22.大 会前後のミーティングは 3密を避け、フロア内では行わない。



大会参加者健康状態申告書

2022年  月  日

各位

連絡先お よび健康状態中告のお願 い

松本卓球連盟

新型コロナウイルスの流行予防のため今大会参加にあたって以下の情報提供をお願い致

します。ご記入の上、大会当日持参し、受付にご提出下さい。尚、提出された個人情報の

取扱には十分配慮いたします。

Xこ の用紙は開催日に、大会役員、選手、監督、コーチ、職者全員に提出していただ

きます。

大会名 第 30回松本卓球連盟会長杯争奪卓球選手権大会

期 日 令和 4年 1月 23日 (日 )

氏 名

年 齢

所 属

役職○自11 選手 監督 コーチ 役員/補助員

連絡先 (電話番号)

大会当日朝の体温  :(     )℃     受付時の体温 (     )℃
大会前 2週間における以下の事項の有無

平熱を超える発熱 (おおむね37度 5分以 11) □ あり □ なし

咳 (せ き)、 のどの痛みなど風邪の症状 □ あり □ なし

だるさ (倦怠感)、 息苦しさ (呼吸困難) □ あり □ なし

嗅覚や味覚の異常 □ あり □ なし

体が重 く感じる、疲れやすい等 □ あり □ なし

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の

有無

□ あり □ なし

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が発生 □ あり □ なし

過去 14日 以内に県外への移動 □ あり □ なし

上記有 りの場合 県名 ( 県 ) ・往来日 ( 日)

過去 14日 以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要

とされている国、地域等への渡航又は当該在住者 との濃厚接

触

□ あり □ なし


