
　　2022年8月7日(日）一次締切　　2022年8月19日(金）最終締切

主　　催 新日本スポーツ連盟　全国卓球協議会 主　　管 新日本スポーツ連盟　愛知卓球協会 ２０２２年９月４日（日）磐田市豊岡体育館

1. 日　　時 ２０２２年９月４日（日）　開場 12：00  試合開始 13：20～（会場は21：30まで押さえてあります） クラブ名（加盟の場合は登録名） 申込者氏名
　 　 　 〒 
2. 会　　場 　TEL： 0539-63-0036

〒438-0116 磐田市壱貫地64-1 申込者住所　　　　　　 ℡
　◎新浜松 から 遠州鉄道にて西鹿島35分　天竜浜名湖線乗り換え掛川行
　　豊岡駅16分下車徒歩8分（3.3ｋｍ）

駐車場250台
3. 種　　目 男子・女子　１部～３部団体戦　１Ｄ２Ｓ

4. 部の決定 １部/上級者（全国大会推薦の部）、２部/中級者､３部/初級者
（１）初参加者は自主申告としますが、積極的に上の部へ挑戦して下さい。
（２）競技運営の都合上、部を変更する場合があります。
（３）参加の少ない部は併合して行う事があります。

5. 競技方法 団体戦　 1チーム　３～５名
                                                                                      　 (１)５～６チームによるリーグ戦（決定戦を行う場合・参加チーム数により変更になる場合あり）

(２)試合順序は①D②S③Ｓとし2点先取で行います。（1試合エントリー3～4人）
　　但しDの選手が②Ｓには出場出来ない。シングルスに2度出場することも出来ません。

6. 試 合 球 ＴＳＰ ＣＰ４０+

7. ル ー ル 現行の日本卓球ルールに準じます。１ゲーム１１本､５ゲームスマッチ。ユニフォームは自由。
リーグ戦の順位の決定方法は新日本スポーツ連盟ルールを適用。
当日の選手変更を認める。

　　ジュースになった場合2本差をつけるか先に13本をとった選手の勝ちとします。

8. 表　　彰 １位に賞状及び賞品を授与します。但し、参加数により変更の場合があります。

9. 全国大会 （１）1部優勝チームを全国大会（団体戦）に推薦します。一般か年代別かは希望による。
　　　個人戦枠は一般、年代別とも男女各1名に付き、優勝チーム内で決めていただきます。
（２）全国大会は
　　　・一般（年齢制限なし） ： 2022年12月17日（土）団体・18日（日）個人　

　　　　　　ジップアリーナ岡山
　　　・年齢別 　： 2022年4月7日（金）～9日（日）　ジップアリーナ岡山

10. 参 加 料 １チーム／加盟及び学生非加盟 3300円  
 学生加盟 2400円

非加盟及び加盟・非加盟混合 3600円

11. 定　　員

12. 申込方法 申込書に必要事項を記入の上、参加料を添えて下記へ申込み下さい。（ＦＡＸも可）

13. 申込場所 〒460-0011　名古屋市中区大須1-23-13　新日本スポーツ連盟愛知卓球協会
　　TEL・FAX 052-201-4801 （郵便振替　00830-5-42990　スポーツ連盟愛知卓球協会） ※同一チームで複数の申込をする場合は強い順に記入し、（ ）内にＡＢＣ‥を記入して下さい。
　※郵便振替ご利用の方は通信欄に大会日、大会名（静岡県スポーツ祭典）、チーム名を ※氏名はフルネームで記入して下さい。　加盟の有無欄は該当箇所を○で囲んで下さい。
　　　明記してください。 (加＝加盟員、学＝小～大学生、加学＝加盟の学生、非＝非加盟員)

参加料 合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円  （　　）内に○印をつけて下さい。
14. 受付期間 　　2022年8月7日(日）一次締切　　2022年8月19日(金）最終締切 （　　　） ＦＡＸ・郵送で申込みし参加料は〆切までに入金します。

（　　　） 現金・本書を添えて、大会時あるいは書留にて申込みします。
15. 注　　意 (１）新型コロナ対策として注意事項の確認及び健康チェックシートを当日提出して頂きます。  受付日　　　　　　　担当者　　　　　　　参加料 ： 入 ・ 未 ， 現金 ・ 振替

(２）傷害保険に加入します。保険の範囲内で対応となります。
（３）ゼッケン（20×25㎝程度）の着用を厳守して下さい。
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男子・女子 部

　　　　　　　部

氏　　　名
参加者区分
 ※該当に○

大会当日体温

記
入
例

卓球　太郎
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）

36.4
　　　　　℃

※

　　✓

1
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

2
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

3
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

4
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

5
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

6
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

7
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

8
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　）
℃

※

9
選手・監督・マネージャー

　その他（　　　　　　） ℃

※

受付者① 受付者② 最終チェック者

第16回静岡県スポーツ祭典卓球大会　2022.9.4

大会参加者健康状態申告書

※受付時に必ず提出すること。

年　　　　月　　　　日

※受付は混雑します必ず当日朝会場に来る前に記入すること。

都　道　府　県 静岡県

チーム名

受付者チェック欄

記　入　者
記入者携帯電話番号
（※必ず記入すること）

種目

【大会前２週間における健康状態（大会当日を含む）】
※該当する番号（①～⑨を記入

✓　該当項目なし
①平熱を越える発熱（おおむね37.0℃以上）ある（あっ
た）。
②咳、のどの痛みなど風邪の症状がある（あった）。
③だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある（あっ
た）。
④嗅覚や味覚の異常がある（あった）。
⑤身体が重く感じる、疲れやすい症状がある（あっ
た）。
⑥新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触が
ある（あった）。
⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がい
る。
⑧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、当該在住者との濃
厚接触がある（あった）。

ご協力ありがとうございました。
提供された個人情報の取り扱いには十分配慮し新型コロナウイルス感染症感染防止のため以外には使用しません。


