－ 子どもたちのスポーツへの夢を途切れさせないために －

がんばれ福岡 ２０２０

新型コロナウイルス感染症の影響により、中高生の全国大会は中止とな
りましたが、これまで磨いた技や力を、この大会で発揮しよう！1日目の夜
にはフロアを開放します。相手を見つけて心ゆくまで卓球を満喫しよう。

■期日

令和2年9月26日（土）・27日（日）

■会場

アクシオン福岡［福岡県立スポーツ科学情報センター］

2日間

■参加資格 卓球を愛好する県内の中学生・高校生の男女
■参加定員

500名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）

■試合形式
＜4種別＞

○中学男子シングルス
○高校男子シングルス

○中学女子シングルス
○高校女子シングルス

卓球界のレジェンドによる卓球教室も同時開催！
日本初のプロ卓球選手。
オリンピックは1992年バルセ
ロナ、1996年アトランタ、
2000年シドニー、2004年ア
テネの4大会出場。全日本
選手権シングルス4回、ダブ
オリンピック ルス7回の優勝を誇る。ドイ
ツブンデスリーガにも日本人
4大会出場 として初めて参戦。
松下浩二さん Tリーグ初代チェアマン。

ロンドン五輪
銀メダリスト

平野早矢香さん

元日本代表女子卓球選手。
ITTF世界ランキング最高位
は10位。2012年ロンドンオリ
ンピック卓球競技・女子団
体銀メダリスト。
現在、日本全国にて、卓球
教室や講習会・講演会を
実施。TV等でも、スポーツ
解説を務める。

お申込み方法や締切など詳細は、裏面をご確認ください。

2020 中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会実行委員会

がんばれ福岡 ２０２０

≪開催要項≫
■趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、スポー
ツの機会を失った中学・高校生が、夢を失うことな
く、スポーツの素晴らしさや価値を再確認し、夢や
希望をもち続けることや、これまで練習を共にして
きた仲間との絆を“体感”する機会として本大会を
開催する。

■主催／共催／後援・協力

■大会スケジュール

26日
（土）

■主催

2020中学・高校3年生メモリアル卓球福岡大会
実行委員会
■共催 福岡県・福岡県教育委員会・福岡県卓球協会
■後援・協力 公募ボランティア

■参加資格（対象者）

27日
（日）

卓球を愛好する県内中学・高校生の男女500名

■参加料
1人 500円（学校単位での申し込みも可。）
※ 宿泊される場合は別途個人負担となります。
※ 当日、会場受付にて徴収します。

■申し込み方法／申し込み締め切り
■申し込み方法
申込用紙に必要事項を記載いただき、
下記あてにメールかFAXで、お申し込み
ください。
申込み様式は、下記URLもしくは、右
のQRコードからダウンロードできます。
■申し込み期間

令和２年７月１２日（日）１０：００～
令和２年９月４日（金）〆切
※

先着順となりますので、締め切り前に定員に達し
た場合は、申し込みをお断りする場合があります。

13：00

受付／組み合わせ抽選

14：00

開会式

14：30

卓球教室
講師：松下浩二氏/平野早矢香氏

16：30

予選リーグ

18：30

夕食・休憩

19：30

フリー対戦

8：30

予選リーグ

12：30

各順位別決勝トーナメント

16：00

表彰式／閉会式

■内容
■試合形式（予選リーグ・決勝トーナメント方式）
○中学男子シングルス ○中学女子シングルス
○高校男子シングルス ○高校女子シングルス
以上、4種別で予選リーグ（4人総当たり）。
11点×3ゲームスマッチ。
予選リーグの各順位別に決勝トーナメント
（11点×3ゲームスマッチ）
■試合球
日本卓球協会公認球
■特徴
○受付を済ませた参加選手が自分で抽選する
フリー対戦形式（誰と対戦するかは当日のお楽
しみ。）
○1日目の夕食後、フロアを開放してフリー対戦を
実施します。フリー対戦では、ダブルスも実施
するなど、可能な限り時間無制限で心ゆくまで
卓球競技を満喫していただきます。未来のオリ
ンピアンとの対戦やチーム結成もあるかも。）

■注意事項
開催に当たっては「日本卓球協会における新型コロナウイルス感染症対策（随時更新）」に準じ、感染防止対策
に取り組みますが、新型コロナウイルスの感染の拡大等の状況により、開催を見送る場合がありますのでご了承
ください。（大会開催の可否は、９月７日（月）に福岡県卓球協会ホームページ（下記URL）に掲載します。）

【お申込み／お問い合わせ】
2020 中学・高校3年生メモリアル卓球福岡大会実行委員会事務局（福岡県卓球協会内）
Tel 092-406-2525
Fax 092-406-2605
URL https://fukuoka-tta.jp
Mail fukutakukyo-ftta@energy.ocn.ne.jp

２０２０ 中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会

１

開催要項

開催趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、スポーツの機会を失った中学・高校生が、夢を失う
ことなく、スポーツの素晴らしさや価値を再確認し、夢や希望をもち続けることや、これまで
練習を共にしてきた仲間との絆を“体感”する機会として本大会を開催する。

２

主催
２０２０中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会実行委員会

３

共催
福岡県

４

福岡県教育委員会

福岡県卓球協会

協賛
開催趣旨にご賛同いただく企業

５

期日及び日程
(1) 期日

令和２年９月２６日（土）～２７日（日）

(2) 日程

受
開

６

会

付

２６日（土）１３：００～

式

２６日（土）１４：００～

卓球教室

２６日（土）１４：３０～１６：３０

競技 1 日目

２６日（土）１６：３０～１８：３０

フリー対戦

２６日（土）１９：３０～

競技 2 日目

２７日（日）

閉

２７日（日）１６：００～

会

式

８：３０～１６：００

会場
県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）メインアリーナ・サブアリーナ
〒８１２-０８５２

福岡市博多区東平尾公園２－１－４
ＴＥＬ：０９２－６１１－１７１７
ＦＡＸ：０９２－６１１－１６００

７

競技種目
(1) 高校男子シングルス
(2) 高校女子シングルス
(3) 中学男子シングルス
(4) 中学女子シングルス
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８

競技規程
(1) 令和２年度日本卓球協会競技規則及び本実行委員会が定めた競技規則を適用する。
(2) 選手は、本大会発行のゼッケンを背中につけること。
(3) 競技用ユニフォームは、原則として、(公財)日本卓球協会公認マークのついたものとす
る。また、白以外の競技に支障のないユニフォーム（T シャツ等でも可）での参加も可と
する。
(4) 指導者等のベンチ入りは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から認めないこと
とする。

９

競技方法及び表彰
(1) 競技方法
・全種目１１本３ゲームスマッチ、予選リーグ・決勝トーナメント方式とする。
・４人による予選リーグを行い、各順位の決勝（１・２位、３・４位）トーナメントに進出
する。
・勝敗は、２ゲーム先取で決定する。
(2) 審判
・予選リーグは、リーグ内の試合のない選手が主審・副審を行う。
・決勝トーナメントの第１試合は、第２試合を行う選手が主審・副審を行い、第２試合以降
は、前試合の敗者による審判とする。
(3) 組合せ
・予選リーグは、参加者の当日受付による当日抽選において行う。
(4) 表彰
・各順位決勝トーナメントの第１位から第３位までを表彰する。

10

使用球
(公財)日本卓球協会公認の４０ｍｍ白球（プラスチックボール）とする。

11

参加人数及び参加資格
(1) 参加人数
・選手は、５００人を定員とする。
(2) 参加資格
・福岡県で活動を行っている中学・高校生とする。（１・2 年生の出場も可）
・福岡県卓球協会に選手登録をしていなくても参加可能とする。

12

参加料
１人５００円（税込）とする。
（当日、会場にて徴収する。
）

13

申込み
(1) 別紙「２０２０中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会参加申込書及び宿泊申込書」
（以
下、
「各大会申込書」
）に必要事項を記入し、下記あてにメールまたはＦＡＸにて申込みを
すること。
- 2 -

(2) 福岡県卓球協会ＨＰまたはＱＲコードからダウンロードした大会申込書での申込みにつ
いても可能とする。
(3) 本大会は、大会申込書をもって先着順とする。
(4) 申込期間は、７月１２日（日）１０時００分から９月４日（金）１７時００分までとする。
但し、締切り前に定員に達した場合は、申込期間であっても申込を締切ることとする。
また、１２日（日）１０：００前の申し込みについては、受付ないこととする。
(5) 申込みが完了した参加者には、本大会事務局から受付番号を通知する。
申込み/問い合わせ先
2020 中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会実行委員会事務局（福岡県卓球協会内）
電

話

ＵＲＬ
14

０９２－４０６－２５２５

ＦＡＸ

０９２－４０６－２６０５

https://fukuoka-tta.jp

Ｍail

fukutakukyo-ftta@energy.ocn.ne.jp

宿泊及び弁当
(1) 宿泊施設は、県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）とする。
(2) 宿泊を希望する場合は、宿泊申込書に必要事項を記入の上、申込みをすること。また、
本大会に関係する引率者及び保護者等の宿泊も可能とする。（保護者
込） 児童生徒

３，３９０円（税

１，７９０円（税込））

(3) 宿泊施設の部屋数に限りがあるため、宿泊者は先着順とする。
(4) 宿泊は、申込みの状況に応じて、他参加者と同部屋になることがあることを承知の上、
申込むこと。
(5) 弁当（２６日の夕食、２７日の朝食・昼食）を希望する場合は、別紙「２０２０中学・
高校３年生メモリアル卓球福岡大会

弁当注文票」に必要事項を記入の上、下記あて申

込みをすること。（代金は、当日、会場にて徴収する。
）
（※弁当は、直接、下記宛てに送ること。県卓球協会では受付けない。
）
(6) 弁当注文に係るキャンセル料は、９月２４日（木）１７：００までは無料、それ以降
は、全額負担とする。
・申込先

・申込期間

15

株式会社

はねや

ＴＥＬ

０９２－５７６－９０１０

Ｍail

info.＠hakatahaneya.com

ＦＡＸ

０９２－５７６－９０１５

７月１２日（日）～９月４日（金）

オリンピアンによる卓球教室
(1) 卓球教室は、技術指導、模範試合、記念撮影とする。（内容が変更になる可能性あり。）
(2) 参加者が多いため、オリンピアンには、全体参加者に対する模範指導及び模範試合、各卓
球台の巡回による技術指導を行っていただくこととする。
(3) 記念撮影は、主催者で準備したグループ毎に実施する。
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16

フリー対戦
２６日（土）試合終了後は、卓球会場を開放する。使用は、練習や申し合わせの試合などに利
用可能とする。また、会場使用者が多い場合は、主催者側で試合を企画する場合がある。

17

新型コロナウイルス感染症対策
(1) 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
・体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽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がある場合
(2) 参加者は、当日の体温や体調について、別紙「大会参加者健康状態申告書」に必要事項を
記入し、大会受付時に提出すること。
(3) 卓球を行っていない時や会話をする際には、マスク等を着用すること。
(4) 握手などの身体を接触させる挨拶は行わないこと。
(5) 各会場入口などには、アルコール消毒液を設置するなどの感染症対策を実施するので、参
加者は、こまめな手洗いと併せて、アルコール等による手指消毒を実施すること。
(6) 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できる限り２ｍ以上）を確保すること。
（障がいのある方の誘導や介助を行う場合を除く。）
(7) 会場で大きな声で会話、応援等を行わないこと。
(8) ギャラリー席はソーシャルディスタンスによる座席の配置とする。（新型コロナウイルス
感染拡大の状況により、変更する場合があるため、福岡県卓球協会のＨＰを確認すること。
）
(9) 感染防止のために主催者が決定したその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。
(10) 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
やかに連絡するとともに、濃厚接触者の有無等について報告すること。

18

大会開催の可否
大会開催の可否は、９月７日（月）に福岡県卓球協会ホームページ（https://fukuoka-tta.jp）
に掲載することとする。

19

駐車場
駐車場は、アクシオン福岡の駐車場を利用可能とする。但し、駐車可能台数に限りがあるため、
可能な限り乗り合わせで来場するか、また、公共交通機関を利用すること。

20

連絡事項
(1) プログラムは、参加者に無料配布する。
(2) 競技中の疾病・傷害での応急処置は、主催者にて行う。なお、参加者は、健康保険証（コ
ピー可）を持参すること。
(3) 大会当日の参加者のスポーツ傷害保険は、主催者が加入する。
(4) 大会開催にあたり、選手氏名や写真、映像等がテレビや新聞等で報道されることが予想さ
れる。また、大会プログラム及び福岡県卓球協会ＨＰ等に氏名や所属校、大会期間中の写
真等を掲載することがある。これらに氏名や大会中の写真等を掲載することは、大会参加
申込書が提出されたことをもって同意があったものとする。
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２０２０ 中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会 申込書記載要領

２０２０中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会の申込みについては、以下の点に留意の上、記入する
こと。また、新型コロナウイルス感染症対策についての注意事項は、参加申込書が提出されたことをもって
同意があったものとする。

１ 参加申込について
（１）大会参加希望者は、別紙「２０２０中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会参加申込書・宿泊申
込書」
（以下、
「大会申込書」
）に必要事項を記入の上、下記あて申込みを行う。
（２）宿泊希望者は、参加申込書とは別に、宿泊申込書を提出すること。また、保護者等、宿泊のみの希
望者は、参加申込書の提出は行わない。
（３）参加申込書及び宿泊申込書は、受付番号を返信するため、メールまたは FAX 番号を必ず記載するこ
と。メールまたは FAX にて返信を受付ることができない場合は、受付の確認を福岡県卓球協会に確認
すること。
２ 申込先について
２０２０中学・高校３年生メモリアル卓球福岡大会実行委員会事務局（福岡県卓球協会内）
TEL ０９２－４０６－２５２５
FAX ０９２－４０６－２６０５
Mail fukutakukyo-ftta@energy.ocn.ne.jp
URL https://fukuoka-tta.jp
※ 申込みは、電子メールまたは、FAX にて行うこと。
３ 参加選手の決定について
（１）参加申込書を電子メールまたは、FAX にて受領後、大会事務局から受付番号を通知する。
（２）９月７日（月）
（予定）に福岡県卓球協会ホームページに受付番号を掲載することをもって、参加選
手の発表に代える。
４ 氏名・大会中の写真等個人情報について
大会開催にあたり、選手の氏名、写真、映像等がテレビ・新聞等で報道されることがあるが、大会申込
書が提出されたことをもって同意があったものとする。
５ 新型コロナウイルス感染症対策についての注意事項
（１）新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、大会開催を中止することがある。
（２）参加者は、当日の体温や体調について、別紙「大会参加者健康状態申告書」に必要事項を記入の上、
大会当日、受付に提出することとする。
（３）参加者には「自己責任」による参加を求めることとし、万一新型コロナウイルス感染症に感染され
た場合は、事務局は責任を負わないこととする。
（４）感染が疑われる場合は、会場内への立ち入り及び大会への出場を控えることとする。また、体調が
すぐれない場合や感染の兆候が表れた場合は、自主的に参加を辞退することとする。
６ 大会情報について
福岡県卓球協会ホームページにて随時公開する。

≪ URL https://fukuoka-tta.jp ≫

７ 大会開催の可否について
大会開催の可否は、９月７日（月）に福岡県卓球協会ホームページに掲載します。

