
第３９回 ＮＨＫ杯中学生卓球大会 

 

１、大 会 名 第３９回 ＮＨＫ杯中学生卓球大会 

 

２、期  日 令和４年４月３０日(土)  開館（7：00）諸連絡 (7:30) 競技開始(8:00) 

                      ５月 １日(日)  開館（7：00）諸連絡 (7:30) 競技開始(8:00) 

 

３、会  場 県立武道館  

４、主  催 沖縄県卓球協会 

５、共  催 ＮＨＫ沖縄放送局・沖縄県中学校体育連盟 

６、後  援 沖縄県（予定） 

７、競技種目 ３０日（土） 男女シングルス  １日（日） 男女ダブルス 

 

８、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式とする。 

              (2)ベスト８よりタイムアウト制を採用する。 

９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

       (2)使用球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 

       (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 

 

10、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

       (2)県内の中学生であること。 

 

11、参加制限 (1)個人戦は各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８名までとする。 

       (2)ダブルスは各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各８組までとする。 

 

12、参 加 料 (1)個人戦 １名５００円    (2)ダブルス １組８００円 

 
13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 

※本年度の登録方法は日本卓球協会・沖縄県卓球協会のホームページに掲載さ
れていますので、必要事項を記入し登録を行ってください。 

 ※登録の支払いは「コンビニ」か「ゆうちょ」での支払いになります。 

14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 

込みも受け付けますが、送信後、確認の連絡を入れて下さい。        
参加料は当日お支払い下さい。  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５沖縄県卓球協会事務局 
  TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 

  (2)申込期限 : 令和４年４月１３日(水) 必着 
 
15､そ の 他  
（1）男女別用紙で申し込み下さい。参加申込書が不足の場合は各学校・クラブでコピーして下 

さい。ダブルスのﾍﾟｱﾘﾝｸﾞの所属チームの制限はありません。 
例１  ○○中学と○○クラブ 例２  ○○中学と○×中学 例２  ○○クラブと○×クラブ 

（2）クーラー代徴収 生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 
     参加者 一人５００円  申込人数×５００円（男女別で考えてください） 
（3) 大会運営については、 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 
ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含め最大５人とする。） 
 （ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 
イ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日の３日前に協会ホー 

ペ―ジにお知らせをします。 
 



令和４年度 県中学生卓球選手権大会（団体・個人の部） 改訂版 
 

１、大 会 名 令和４年度 県中学生卓球選手権大会（団体・個人の部） 

 

２、期  日 令和４年７月１０日（日）開館(7:00) 諸連絡(7:30) 競技開始(8:00) 

                          

３、会    場 豊見城市民体育館 

  

４、主  催 沖縄県卓球協会  

 

５、共  催 沖縄県中学校体育連盟 

 

６、後  援 豊見城市教育委員会（予定） 

 

７、競技種目 （1）女子団体戦 （2）男子個人戦 

 

８、競技方法 (1)トーナメント方式による。 

       (2)団体戦は中体連方式とし、４単・１複で編成する 

              (3)ベスト８の試合よりタイムアウト制を適用する。 

 

９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 

              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 

 

10、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

       (2)県内の中学生であること。 

 

11、参加制限  (1)各学校・各ｸﾗﾌﾞ各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８名までとする。 

               

12、参 加 料 (1) 団体戦 ４５００円 （2）個人戦 ５００円 

                  
13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 

※本年度の登録方法は日本卓球協会・沖縄県卓球協会のホームページに掲載さ
れていますので、必要事項を記入し登録を行ってください。 

 ※登録の支払いは「コンビニ」か「ゆうちょ」での支払いになります。 

14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 

       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 

  (2)申込期限 : 令和４年６月８日(水)必着 

15、そ の 他  
(1) クーラー代徴収 生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 

      参加者 個人  1人５００円  申込人数×５００円（男女別で考えてください） 
        団体  １チーム ４０００円（男女別で考えて下さい） 

（2) 大会運営については、別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含め最大５人とする。） 

（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

イ 感染症の拡大状況により大会を「中止」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 

ペ―ジに開催の「 有無 」についてお知らせをします。 



令和４年度 県中学生卓球選手権大会（団体・個人の部）改定版 

１、大 会 名 令和４年度 県中学生卓球選手権大会（団体・個人の部） 

 

２、期  日 令和４年７月１７日（日）開館(7:00) 諸連絡(7:30) 競技開始(8:00) 

                          

３、会    場 県立武道館 

  

４、主  催 沖縄県卓球協会  

 

５、共  催 沖縄県中学校体育連盟 

 

６、後  援 沖縄県（予定） 

 

７、競技種目 (1)男子団体戦  （2）女子個人戦 

 

８、競技方法 (1)トーナメント方式による。 

              (2)団体戦は中体連方式とし、４単・１複で編成する。 
              (3)ベスト８の試合よりタイムアウト制を適用する。 
 

９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 

              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 

 

10、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

       (2)県内の中学生であること。 

 

11、参加制限  (1)チーム編成は６人～８人で編成し、各学校・各ｸﾗﾌﾞ男女１チームとする。 

               

12、参 加 料 (1) 団体戦 ４５００円 （2）個人戦 ５００円  

 
13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 

※本年度の登録方法は日本卓球協会・沖縄県卓球協会のホームページに掲載さ
れていますので、必要事項を記入し登録を行ってください。 

 ※登録の支払いは「コンビニ」か「ゆうちょ」での支払いになります。 

14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 

       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 

  (2)申込期限 : 令和４年６月１５日(水)必着 

15、そ の 他  

(1)団体戦に出場するチームの選手は、同じユニフォームを着用のこと。 
(2)クーラー代徴収 生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 

      参加チーム 1人    ５００円  申込人数×５００円（男女別で考えてください） 
        １チーム ４０００円（男女別で考えてください） 

（3)大会運営については、 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含め最大５人とする。） 

（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

イ 感染症の拡大状況により大会を「中止」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 

ペ―ジに開催の「 有無 」についてお知らせをします。 



 令和４年度 全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選 改訂版 
 

１、大 会 名 令和４年度 全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選 

２、期  日 令和４年８月１６日（火）開館(11:00)  諸連絡(11:30)  競技開始(12:00) 

                         １７日（水）開館(7:00)    諸連絡(7:30) 競技開始(8:00） 

３、会  場 那覇市民体育館   

４、主  催  沖縄県卓球協会         

５、後  援 沖縄県（予定）那覇市教育委員会（予定）沖縄タイムス社（予定） 

６、競技種目 (1)男女ｼﾝｸﾞﾙｽ（13才以下・14才以下）(2)男女ダブルス 

７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式とする。シングルスはベスト４よりリーグ戦 

              (2)ベスト８よりタイムアウト制を採用する。 

８、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 

       (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること 

９、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

       (2)１３才以下の部は、２００８年４月２日以降に生まれた者であること。 

              (3)１４才以下の部は、２００９年４月２日以降に生まれた者であること。 

              (4)本大会は該当年齢より上の種目にも参加できる。 

         但し、シングルス２種目には出場できない。 

       (5)ダブルスはカデット以下であれば年齢制限なしに組むことができる 

        （6）本大会へ参加できる者 

10、参加制限  (1)男女シングルスは、各校・各クラブともに各１０名までとする。 

              (2)男女ダブルスは各校・各クラブともに８組までとする。 

11、参 加 料 (1)シングルスは５００円 

       (2)ダブルスは  ８００円 

12、登 録 料  未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円。 

13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 

       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 

  (2)申込期限 : 令和４年７月１３日(水)必着 

 

14、そ の 他  

(1)各種目の優勝者（個人戦は上位2名まで）は令和４年１０月２８日（金）～３０日（日） 

に奈良県で行われる令和４年度全日本卓球選手権大会（カデットの部)に推薦する。 

 (2)生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 
申込人数×５００円（男女別で考えて下さい） 

（3) 大会運営については、 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含めて最大５人とする。） 

  （ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

イ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 

ペ―ジにお知らせをします。 
(4) 東京ＯＰ・大阪ＯＰ・後藤杯等のオープン大会への出場権についても今大会の成績上位 

者に与えることとする。 

 



 

  令和４年度 県中学対抗団体戦卓球大会  
 
１、大 会 名  令和４年度 県中学対抗団体戦卓球大会 
 
２、期  日  令和４年９月１７日（土）開館(8:00)  諸連絡(8:30)  競技開始(9:00) 
３、会  場  ２１世紀の森体育館 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
５、後  援  名護市教育委員会(予定) 
 
６、競技種目  (1)男女団体戦 
 
７、競技方法  (1)トーナメント方式による。ベスト８からリーグ戦を行う。            
               (2)中体連方式とし、４シングルス・１ダブルスで編成する。 
               (3)３番目にダブルスをおき、３点先取法により勝敗を決定する。 
               (4)ダブルスとシングルスは兼ねることはできない。 
 
８、競技規則   (1)現行の日本卓球ルールによる。 
               (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。    
              (3)ベスト８よりタイムアウト制を適用する。 

               (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格  (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

      (2)県内の中学２年生以下であること。 
 
10、参加制限   (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校・各クラブ男女１チーム 

とする。 
               
11、参 加 料  (1)団体戦：１チームにつき４，５００円とする。 
 
12、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 

※本年度の登録方法は日本卓球協会・沖縄県卓球協会のホームページに掲載さ
れていますので、必要事項を記入し登録を行ってください。 

       ※登録の支払いは「コンビニ」か「ゆうちょ」での支払いになります。 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 
       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  
(1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 
  (2)申込期限 令和４年８月１７日(水)必着 
 
14、そ の 他  
 （1）団体戦に出場するチームの全選手は、同じユニフォームを着用して下さい。 
  (2）団体戦のベスト８に入ったチームは１２月に行われる第２３回全九州卓球選手権大会(中 

学の部）県予選のシードチームとする。  

 （3）必ずユニフォームを着用して下さい。（体育着での参加は認めません） 
 

（4) 大会運営については 
 
ア 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 
イ 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含めて最大５人までとする。） 

    （ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 
ウ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 

ペ―ジにお知らせをします。 
 



           

 第２回JA共済杯小中学生卓球大会     改訂版 

１、大 会 名 第２回JA共済杯小中学生卓球大会             
 

２、期  日 令和５年１月２９日（日）開館（7：00）諸連絡(7:30)  競技開始(8:00) 

                          

３、会    場 うるま市石川体育館  

 

４、主  催 沖縄県卓球協会  

 

５、共  催 JA共済連 

 

６、後  援 うるま市教育委員会（予定） 

 

７、競技種目 (1)男女個人戦 

 

８、競技方法 (1)トーナメント方式及びリーグ戦による。 

(2)２セット先取の３ゲームマッチ 

（参加人数や試合の進行状況によりマッチの変更の可能性があります。） 

              (3)ベスト８の試合よりタイムアウト制を適用する。 

 

９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 

              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 

 

10、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 

       (2)県内の小中学生であること。 

 

11、参加制限  (1)各学校１８名、各クラブ（小中）１８名までとする。 

 

12、参 加 料 (1)個人１人 ５００円     

 

13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円（小学生1,200円）監督・コーチ１人２０００円 

※本年度の登録方法は日本卓球協会・沖縄県卓球協会のホームページに掲載され
ていますので、必要事項を記入し登録を行ってください。 

       ※登録の支払いは「コンビニ」か「ゆうちょ」での支払いになります。 

14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 

込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 

              

  (2)申込期限 : 令和４年１２月２８日(水)必着 
15､そ の 他  

（1) 大会運営については 
ア 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 
イ 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含め最大５人までとする。） 
（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

ウ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 
ペ―ジにお知らせをします。 



第２３回全九州卓球選手権大会（中学の部）県予選 改訂版 

１、大 会 名 第２３回全九州卓球選手権大会（中学の部）県予選 
 
２、期    日 令和４年１１月５日（土）開館(7:00)  諸連絡(7:30)  競技開始(8:00) 
                          ６日（日）開館(7:00)  競技開始(8:00） 
３、会    場 うるま市石川体育館 
４、主  催 沖縄県卓球協会 
５、後  援  うるま市教育委員会（予定） 
 
６、競技種目 (1)男女団体 (2)男女シングルス 
 
７、競技方法 (1)団体戦は、監督１名・コーチ１名・選手６～８名で編成し、３点先取で 
         勝敗を決定する。 
              (2)団体戦のオーダー順の組み方は中体連方式とし、４シングルスの１ダブルス 
         で単複の重複出場することはできない。 
              (3)個人戦はトーナメント法による。ベスト16より各ブロックリーグ戦とする。 
       (4)団体戦はベスト８からリーグ戦を行います。 
 
８、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 
       (2)団体戦・個人戦ともリーグ戦からタイムアウト制を適用する。 
              (3)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 
       (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格  (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
              (3)本大会に参加できる者。 
 
10、参加制限  (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校男女各１チームとする。 
       (2)個人戦は各校男女各１８人までとする。  
        
11、参 加 料 (1)団体戦：１チーム４，５００円 (2)個人戦：１人につき、５００円。 
 
12、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 
       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  
(1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 
 

 (2)申込期限  令和４年１０月５日(水)必着 
 
14、監督会議（抽選会）団体の組み合わせは大会当日の監督会議にて行います。 
           （出席の確認ができないチームについては大会本部で抽選する。) 

15、そ の 他  

（1）団体戦に出場するチームの全選手は同じユニフォームを着用して下さい。          
(2）団体戦の男女上位４位チームと個人戦上位ベスト８までは、令和5年2月17日(金)～19（日)
  に大分県で開催される第２３回全九州卓球選手権大会（中学の部）に推薦する。 

（3）本大会への派遣については協会の輸送計画とする。 

（4) 大会運営については 

ア 別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

イ 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含め最大５人までとする。） 

（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

ウ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 

ペ―ジにてお知らせをします。 

 



 
 令和４年度 県中学校新人卓球選手権大会 

     兼 第２４回全国中学選抜卓球大会県予選  改訂版 
 
１、大 会 名 令和４年度 県中学校新人卓球選手権大会 
       兼 第２４回全国中学選抜卓球大会県予選 
 
２、期    日 令和４年１２月２４日（土）開館(7:00)  諸連絡(7:30)  競技開始(8:00) 
                          ２５日（日）開館(7:00)  競技開始(8:00) 
３、会    場 県総合運動公園体育館 
 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
 
５、後  援 沖縄県（予定）沖縄タイムス社（予定） 
 
６、競技種目 男女団体戦・男女シングルス 
 
７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式による。団体戦ベスト８からリーグ戦を行う。 
       (2)団体戦は中体連方式とし、４シングルス・１ダブルスで編成する。 
              (3)３番目にダブルスをおき、３点先取法により勝敗を決定する。 
              (4)ダブルスとシングルスは兼ねることはできない。 
 
８、競技規則  (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 
              (3)団体戦・個人戦ともにベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
              (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
       (3)本大会に参加できる者。 
              
 
10、参加制限  (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校男女１チームとする。 
              (2)個人戦は各校男女各１８人まで参加できる。 
             
11、参 加 料 (1)団体戦 ４．５００円 (2)個人戦 ５００円 
 
12、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円。 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 
       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  
(1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 
    (2)申込期限  令和４年１１月２３日(水)必着 
 
14、監督会議（抽選会）団体の組み合わせは大会当日監督会議にて行います。 
          （出席の確認ができないチームについては大会本部で抽選する） 
 
15、その他  

(1)団体戦の男女の各優勝チームは、令和5年3月25日（土）～26日（日）に宮城県で開催され 
   る第24回全国中学選抜卓球大会に推薦する。 
（2)大会運営については、別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 
   当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含めて最大５人までとする。） 
（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

イ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホーム 
ペ―ジにお知らせをします。 

 
 



 
 

第８回九州中学校選抜卓球大会（団体の部）県予選 
 
 

１、大 会 名 第８回九州中学選抜卓球大会(団体の部)県予選 
 
２、期    日 令和５年２月１２日（日）開館(7:00)  諸連絡(7:30)  競技開始(8:00) 
                   
３、会    場 県立武道館 
 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
 
５、後  援 沖縄県（予定） 
 
６、競技種目 男女団体戦 
 
７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式による。 
        (2)ベスト８からリーグ戦を行う。必要に応じて順位決定戦を行う。 
              (3)ベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
 
８、競技規則  (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 
              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
       (3)本大会に必ず参加できる者。 
 
10、参加制限  (1)個人戦は各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８人まで参加できる。 
               
11、参 加 料 (1)１人につき５００円とする。 
 
12、登 録 料 未登録の選手は登録料（１人1,300円）、監督・コーチは１人年間2,000円 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 
       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  
(1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 
    (2)申込期限  令和５年１月１１日(水)必着 

 
14、その他  
(1)団体戦上位４校は、令和５年４月２８日（土）～３０日（日）熊本県で開催される第８回 
  九州中学選抜卓球大会に推薦する。 
  ※九州大会の派遣については協会の輸送計画とする。 
（2) 大会運営については、別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 
   当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 

ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含めて最大５人までとする。） 
（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 

イ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホームペ 
ージにお知らせをします。 
 

 
       



 

 
第８回九州中学校選抜卓球大会（個人の部）県予選 

 
 

１、大 会 名 第８回九州中学選抜卓球大会(個人の部)県予選 
 
２、期    日 令和５年３月５日（日）開館(7:00)  諸連絡(7:30)  競技開始(8:00) 
                   
３、会    場 県総合運動公園体育館 
 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
 
５、後  援 沖縄県（予定） 
 
６、競技種目 男女シングルス 
 
７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式による。 
        (2)ベスト８からリーグ戦を行う。必要に応じて順位決定戦を行う。 
              (3)ベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
 
８、競技規則  (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球ホワイトとする。 
              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格 (1)選手・監督・コーチは本年度沖縄県卓球協会に登録されたものであること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
       (3)本大会に必ず参加できる者。 
 
10、参加制限  (1)個人戦は各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８人まで参加できる。 
               
11、参 加 料 (1)１人につき５００円とする。 
 
12、登 録 料 未登録の選手は登録料（１人1,300円）、監督・コーチは１人年間2,000円 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、下記宛に申し込んで下さい。FAXでの申し 
       込みも受け付けますが送信後、確認の連絡を入れて下さい。 

参加料は当日お支払い下さい。  
(1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ 沖縄県卓球協会事務局  

TEL＆FAX ０９８－９３２－９１９８ 
    (2)申込期限  令和５年２月１日(水)必着 

 
14、その他  
(1)男女の個人戦上位４名は、令和５年４月２８日（土）～３０日（日）熊本県で開催される 
  第８回九州中学選抜卓球大会に推薦する。 
  ※九州大会の派遣については協会の輸送計画とする。 
（2)大会運営については、別紙資料①「感染症対策ガイドライン」に準じて行う。 

当日に別紙②「健康状態申告書」の提出があります。 
ア 大会は無観客試合で行う。（引率は監督（顧問）・コーチを含めて最大５人までとする。） 

（ベンチコーチは本年度協会に登録されたものに限る。） 
イ 感染症の拡大状況により大会を「 中止 」する場合は、大会初日３日前に協会ホームペ 

ージにお知らせをします。 
 

 
       
 


