
 

第３２回島根県スポーツ・レクリエーション祭種目別実施要項 

 

 

 

 

１ 主 催 

島根県、島根県教育委員会、（公財）島根県体育協会、（公財）島根県障害者スポーツ協会 

島根県レクリエーション協会、島根県スポーツ推進委員協議会、大田市、大田市教育委員会 

大田市スポーツ推進委員協議会、島根県卓球協会 

２ 日 時 令和２年９月１３日（日） 

９：００～開会式 開会式終了後競技開始 

３ 会 場 大田総合体育館 

    （大田市大田町大田ロ１４５１ ＴＥＬ：０８５４－８２－６４０８） 

４ 種 目 

（１）団体の部 

①男子団体Ａ（３人の出場選手の合計年齢が１８０歳未満） 

②男子団体Ｂ（３人の出場選手の合計年齢が１８０歳～１９４歳） 

③男子団体Ｃ（３人の出場選手の合計年齢が１９５歳～２０９歳） 

④男子団体Ｄ（３人の出場選手の合計年齢が２１０歳以上） 

⑤女子団体Ａ（３人の出場選手の合計年齢が１８０歳未満） 

⑥女子団体Ｂ（３人の出場選手の合計年齢が１８０歳～１９４歳） 

⑦女子団体Ｃ（３人の出場選手の合計年齢が１９５歳～２０９歳） 

⑧女子団体Ｄ（３人の出場選手の合計年齢が２１０歳以上） 

   団体戦のチーム編成は３名～４名で構成し、１番から３番まで３シングルスで行います。 

※団体戦の年齢計算は、出場申込する選手の最も低い年齢の方から３名の年齢合計とします。 

（２）シングルスの部 

⑨男子シングルスＡ（年齢が６０歳未満） 

⑩男子シングルスＢ（年齢が６０歳以上） 

⑪男子シングルスＣ（年齢が６５歳以上） 

⑫男子シングルスＤ（年齢が７０歳以上） 

⑬女子シングルスＡ（年齢が６０歳未満） 

⑭女子シングルスＢ（年齢が６０歳以上） 

⑮女子シングルスＣ（年齢が６５歳以上） 

⑯女子シングルスＤ（年齢が７０歳以上） 

  注意：団体戦、個人戦のＡ～Ｄの区分については、参加申し込み数により区分を変更し実施する

場合があります。 

   

５ 実施上の規則及び試合方法 

（１）現行の日本卓球ルール・ラージボール卓球ルールを適用する。 

（２）各種目別に予選リーグ後、決勝トーナメントを原則とするが、参加数により変更する場合が

ある。シングルスの部から実施する予定である。 

【 ４ 】 ラージボール卓球 



（３）試合の組合せは、主催者及び主管団体において厳正に行う。 

（４）試合球は、ニッタクの４４ミリボール（プラスチックボール）とする。 

 

６ 参 加 料  団 体   １チーム １，５００円  

シングルス １人   １，０００円  

参加料は、申し込みと同時に次の口座に振り込むこと。 

山陰合同銀行 津田支店  店番 ０９０  口座番号 ３７１５４６８ 

島根県ラージボール卓球支部  事務局  三浦和利（みうらかずとし） 

 

７ 表 彰 第１位から第３位まで表彰し、賞品を授与する。 

       ただし、参加数が少ない種目がある場合は表彰者の数を変更する場合がある。 

       また、団体戦の賞品数はエントリーの人数に関係なく、１チーム３個とする。 

 

８ 参加資格 

(1)県内に居住する者とする。 

(2)団体の組み合わせは、同一市町村内に居住する者で組むこととする。 

(3)参加種目は団体の部１種目、シングルスの部１種目の１人２種目とする。 

(4)年齢基準は、令和２年度中に該当年齢に達する者とする。 

(5)本大会に学生は出場できない。 

 

９ 参加上の注意 

※今大会は島根県卓球協会作成のコロナウイルス感染対策ガイドラインに沿って開催します。 

 別添の「別紙１ 大会参加注意事項」をご確認の上参加してください。 

 また、参加者全員「別紙２ 大会参加者健康状態申告書」を当日朝受付時に提出してください。 

 （別紙２については人数分コピーして使用してください。） 

  

その他の注意事項は下記のとおりです。 

(1)選手は個人名のゼッケンを付けること。 

  (2)開会式を９時００分から行うので出場選手は参加すること。 

(3)大会中の傷害について応急処置以外は、参加者で対応すること。 

(4)本大会に係わる映像等（個人の活動写真を含む）を広報活動にて利用することがあるので承諾の

上参加すること。 

 

１０ 参加申し込み方法 

(1) 参加希望者は、８月７日（金）までに、居住地の教育委員会（安来市は文化スポーツ振興課、出

雲市は文化スポーツ課、松江市は松江市スポーツ・文化振興財団振興課）に申し込むこと。 

(2)市町村教育委員会（安来市は文化スポーツ振興課、松江市は松江市スポーツ・文化振興財団振興課、

出雲市は文化スポーツ課）は、参加チームを取りまとめ下記あてに送付する。 

(3)申込書送付期限  令和２年８月１４日（金） 

 

 

 

  

（安来市は文化スポーツ振興課） 

（出雲市は文化スポーツ課） 

（松江市は松江市スポーツ・文化振興財団振興課） 

 

参加者 市町村教育委員会 
大田市 社会教育課 

スポーツ推進係 

 
支所・分室 

８月７日（金） ８月１４日（金） 



１１ 参加申込書送付先 

〒６９４－００６４ 大田市大田町大田ロ１１１１  

大田市 社会教育課スポーツ推進係  

TEL（０８５４）８３－８１２８／FAX（０８５４）８２－５３９５ 

 

１２ 担当者及び連絡先 

（公益財団法人島根県体育協会）   土江健太 TEL （０８５２）６０－５０５３ 

（大田市社会教育課スポーツ推進係） 山本昌侑 TEL （０８５４）８３－８１２８  

（種 目）           三浦和利 携帯 ０９０－３１７６－４２６０ 

（総括担当者）           野津賢一 TEL・FAX（０８５２）２５－６３８３ 



年齢 年齢 年齢 年齢

年齢 年齢 年齢 年齢

年齢 年齢 年齢 年齢

年齢 年齢 年齢 年齢

　〔参加料〕

団　体　　　 チーム　×　１，５００円　＝ 円

シングルス　　　 名　　　×　１，０００円　＝ 円

　　 円

参加料振込日 令和２年　　月　　日

氏名 氏名 氏名 氏名

シングルスＣ シングルスＤ

男子・女子 男子・女子 男子・女子 男子・女子

0

合　計 0

0

シングルスＡ シングルスＢ

男子・女子 男子・女子 男子・女子 男子・女子

氏名 氏名 氏名 氏名

氏名 氏名 氏名 氏名

第３２回　島根県・スポーツ・レクリエーション祭　ラージボール卓球参加申込書

申込締切　各市町村教育委員会･･･８月７日（金）（大田市社会教育課･･･８月１４日（金））

市町村名

チーム名

責任者氏名 連絡先 （　　　）

責任者住所

団体Ａ 団体Ｂ

団体Ｃ 団体Ｄ

男子・女子 男子・女子 男子・女子 男子・女子

（〒　　　-　　　　）

男子・女子 男子・女子 男子・女子 男子・女子

氏名 氏名 氏名 氏名



別紙 1

2020年7月 15日

島根県卓球協会ラージボール支部主催大会

参力0のみなさま

島根県卓球協会ラージボール

支部長  野 津 賢

ラージボール卓球大会参加申し込みにあたっての注意事項

5月 25日に全国で緊急事態宣言が解除され、徐々に日常生活も以前の生活に戻りつつあるところ

で、ラージボールの大会が再開できるようになりましたことを、まずはL●L様とともに喜びたいと思

います。

今後、各大会を開催してい<予定ではありますが、未だ新型コロすウイルスの流行が根絶された

わけではありません。

大会開催にあたっては、皆様方にはご不便、ご負担をお願いすることとなりますので、何卒ご理

解ご協力のほどお願い申し上げます。

今回、大会参加にあたっての下記の注意事項を作成いたしましたので、内容をご確認いただき、

c~6カ をよろしくお願いいたします。

記

1.以下に該当する方は参加を見含わせて<ださい。

O体調がよ<ない場合 (例 :発熱・咳・ D因頭痛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、入国後の観察が必要とされている国、地域等への渡航また

は当該在住者との濃厚接触がある場合

2.各自マスクを持参してください。 (競技中以外はマスクを着用すること)

3.こまめな手洗い、アルコール等による手指消奪の実施をお願いします。

4.他の参加者、役員、スタッフ等との距離の確保に努めて<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)

5。大きな声での会話、応援等は避けて<ださい。

6.感染防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守し、主催者の指示には従つて下さい。

7。大会終了後2週間以内に新型コロす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

濃厚接触者の有無等について報告して<ださい。

連絡先 :島根県卓球協会ラージボール支音『 野津まで (0852-25-6383)

以 上
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大会参加者健康状態申告書
大会開催日

会員各位　様

　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。

大会名　： 第３２回島根県スポーツ・レクリエーション祭（ラージボール卓球）

チーム名：

氏　　名　：

大会エントリー時の参加責任者で、連絡先が登録されていれば、以下の年齢、住所、連絡先は記入不要

年齢：
歳

参加種別： 　　大　会　選　手　　

住所：　〒　　　　　　-　　　　 　島根県

連絡先（電話番号）：

大会当日の体温 ℃

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分以上） □　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

※　大会開催日1ヶ月事務局保管

島根県卓球協会

連絡先および健康状態申告のお願い

□　なし□　あり

令和2年9月13日

（　　　　　　　　）


