
日　時 令和2年１月19日（日） 午前９時～
場　所 増田西公民館

主　催 名取市卓球協会

1

(1) 開会宣言 9:00 普及部 登坂　　健

(2) 開会挨拶 副会長 三浦　陽三

(3) ルール説明 審判部 三浦　忠一

(4) 準備体操 鈴木　道矢

2 競技開始（競技説明の通り）

ゲーム 9:15

ダブルス

(成績発表表彰は新年会で行います、閉会式は行いません）

3 新年会次第

(1) 開会 13:30 普及部 一柳　辰郎

(2) 挨拶 会長 加藤　良範

(3) 祝辞

(4) 乾杯

(5) 成績発表及び表彰 理事長 小島　京子

(宴会）
(6) 閉会 15:30 副会長 大友ふみ代

4 大会役員
大会責任者　加藤　良範
普及部 三浦　陽三　佐藤　典幸　大友　悦子　平野　憲治　

一柳　辰郎　登坂　　健　加茂昭六郎　塩田　隆安
(協力） 鈴木　道矢
審判部 小島　京子　三浦　忠一　近藤さよ子　軽井沢　幸
事務局　 大友ふみ代　南川　理利　菅井美枝子

大会次第



あけましておめでとうございます
　お楽しみ卓球大会は、紅組　「新」・「春」　、白組　「卓」・「球」の紅白対抗戦、
チーム対抗戦を行います。
　大会は３種目で進行します。なお、成績発表表彰は新年会で行いますので、
皆様のご協力お願いします。
1 　紅白の監督、各チームにキャプテン、進行のお手伝いを指名します。
2 　あらかじめ、各チーム10組のダブルスペア抽選しています。
3 　当日欠席がある場合、キャプテンの裁量でペアを指名してください。
4 　チーム編成は大会事務局一任でありますで偏り等はご容赦ください。

競技上の注意
（お願い）
1 キャプテンは、チームメンバ、監督が揃っていることを確認してください。
2 メンバは所属チームとダブルスペアと〇組を確認してください。
3 進行コールは、選手・審判はチーム名組番号をコールして進行します。
4 競技中は必ずゼッケン着用してください。

競技説明
ラリーゲーム、箸休め、抽選ダブルスの３種目
1 ラリーゲーム　得点ゲーム
制限時間３分間の連続ラリー最大の数を競いその数が得点となります。
(1)　ヒットエンドランラリー　 （　1名×10名）　※1球交代

球出し1名、チームで指名してください
①組から⑤組の10名で連続ラリー
⑥組から10組の10名で連続ラリー

(2)　ダブルヒットラリー　　 （　1名×10名）　※2球交代
球出し1名、チームで指名してください

①組から⑤組の10名で連続ラリー
⑥組から10組の10名で連続ラリー

(3)　5×5　ラリー （　5名×5名）　※1球交代
①組から⑤組の10名で連続ラリー
⑥組から10組の10名で連続ラリー

2 箸休め　　　 ＤＡＩＳＯ借り物ゲーム
ラケットを？？？に持ち替えて1ゲーム勝負　『6対6』　から開始

紅組「新」対「春」の対戦（1・2コート）
白組「卓」対「球」の対戦（3・4コート）
①組～順番に対戦します。

3 抽選ダブルス　得点ゲーム
　紅白対抗ダブルス2回戦　2ゲームスマッチ、取得1ゲーム10点加算

紅組「新」対白組「卓」の対戦（1・2コート）
紅組「春」対白組「球」の対戦（3・4コート）
紅組「新」対白組「球」の対戦（1・2コート）
紅組「春」対白組「卓」の対戦（3・4コート）

まな板 ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ 丼鍋 スリッパ
スリッパ まな板 ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ 丼鍋

丼鍋 スリッパ まな板 ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ
ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ 丼鍋 スリッパ まな板

1コート 2コート 3コート 4コート
スリッパ まな板 ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ 丼鍋

1回戦
2回戦

1回戦
2回戦

1回戦

2回戦

1回戦
2回戦

1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦



紅組 監督　熊谷　光夫 白組 監督　加藤金兵衛

組 氏　　名 所属 組 氏　　名 所属

登坂　　健 那智が丘 小松  敏泰 那智が丘

西川ユウキ P・Pフレンズ 武者紀代子 名取が丘卓球愛好会

佐々木長郎 増田西 保土原信行 増田西

青木いく子 名取スポーツクラブ 成瀬八重子 名取スポーツクラブ

相沢　勝利 増田西 今野　英祐 増田西

菅野　嘉子 館腰卓球愛好会 村上　輝美 館腰卓球愛好会

川前　智典 閖上卓球愛好会 鈴木　道矢 閖上卓球愛好会

大友　禮子 館腰卓球愛好会 瀬野尾澄子 館腰卓球愛好会

一柳　辰郎 増田西 熊坂　　清 増田西

佐藤　梅子 閖上卓球愛好会 丹野　玲子 閖上卓球愛好会

森　　　明 閖上卓球愛好会 加藤金兵衛 なとり卓友会

菅井美枝子 名取卓球クラブ 南川　理利 名取卓球クラブ

板橋　栄一 愛島卓球愛好会 三浦　忠一 館腰卓球愛好会

斎藤眞佐子 増田西 軽井沢　幸 増田西

伊藤　一彦 館腰卓球愛好会 山住　君雄 館腰卓球愛好会

金澤  曉子 那智が丘 佐藤ヤエ子 増田西

阿部　文男 名取スポーツクラブ 斉藤　一之 名取スポーツクラブ

武山  和子 那智が丘 大杉  理子 那智が丘

塩田　隆安 名取スポーツクラブ 加茂昭六郎 P・Pフレンズ

熊谷　光夫 名取が丘卓球愛好会 田村　哲郎 名取が丘卓球愛好会

組 氏　　名 所属 組 氏　　名 所属

油井　　譲 那智が丘 菊池　　宏 増田西

和田　優子 名取が丘卓球愛好会 氏家　啓子 名取が丘卓球愛好会

斎藤　隆二 増田西 島津　恒雄 増田西

成瀬　正美 名取スポーツクラブ 高橋　妙子 名取が丘卓球愛好会

志賀　　孔 閖上卓球愛好会 本同　成行 増田西

菊地ミヤ子 館腰卓球愛好会 浅川　良子 P・Pフレンズ

猪狩　　武 増田西 三浦　陽三 閖上卓球愛好会

伊東　栄子 館腰卓球愛好会 百足喜陽子 名取スポーツクラブ

森　　武夫 増田西 武田　明秀 閖上卓球愛好会

高橋　郁美 閖上卓球愛好会 近藤ゆう子 館腰卓球愛好会

佐藤　典幸 なとり卓友会 湊 　 邦俊 なとり卓友会

近藤さよ子 名取卓球クラブ 大友美代子 愛島卓球愛好会

大友　　信 館腰卓球愛好会 吉田　利勝 館腰卓球愛好会

今野　栄子 増田西 浅野とき子 閖上卓球愛好会

平野　憲治 館腰卓球愛好会 藤井　　薫 名取スポーツクラブ

遠藤　貞子 増田西 岩崎加代子 増田西

安藤　賢三 名取スポーツクラブ 塩田　久栄 名取スポーツクラブ

秋葉  良子 那智が丘 佐々木千加子 増田西

吉澤　末夫 名取スポーツクラブ 今井　美義 P・Pフレンズ

大倉　光雄 名取が丘卓球愛好会 小松  直美 那智が丘

令和2年1月19日
令和元年度お楽しみ卓球大会

新（あらた）チーム　 卓(たく）チーム　　

① ①

キャプテン　登坂　　健 キャプテン　熊坂　　清

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧

⑨ ⑨

⑩ ⑩

春（はる）チーム　　 球（きゅう）チーム　

① ①

キャプテン　平野憲治 キャプテン　湊 　 邦俊

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧

⑨ ⑨

⑩ ⑩



総合優勝 紅組 891 点
(準優勝） 白組 682 点

チーム対抗
優勝 『新チーム』 466 点
準優勝 『卓チーム』 436 点
1位 『春チーム』 425 点
2位 『球チーム』 246 点

監督賞 紅組 武山  和子 西川ユウキ
白組 今野　英祐 村上　輝美

キャプテン賞
『新チーム』 塩田　隆安 熊谷　光夫
『卓チーム』 保土原信行 成瀬八重子
『春チーム』 油井　　譲 和田　優子
『球チーム』 三浦　陽三 百足喜陽子

1 ラリーゲーム
(1)　ヒットエンドランラリー　 1位
球出し 『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』 『新チーム』

1回戦 68 18 20 19 ①～⑤組
2回戦 38 59 17 29

106 77 37 48
(2)　ダブルヒットラリー　　 1位
球出し 『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』 『卓チーム』

1回戦 24 23 35 13 ⑥～⑩組
2回戦 45 47 28 25

69 70 63 38
(3)　5×5　ラリー 1位
球出し 『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』 『卓チーム』

1回戦 33 80 25 23 ①～⑤組
2回戦 28 39 20 17

61 119 45 40

2 箸休め　　※ＤＡＩＳＯ借り物ゲーム
『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』

1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
5回戦

3 抽選ダブルス　得点ゲーム
1回戦 『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』

第1試合 10 30 30 10
第2試合 10 30 10 30
第3試合 20 20 40 0
第4試合 10 30 20 20
第5試合 40 0 40 0

90 110 140 60
2回戦 『新チーム』 『卓チーム』 『春チーム』 『球チーム』

第1試合 30 0 40 10
第2試合 20 20 20 20
第3試合 20 20 20 20
第4試合 30 10 30 10
第5試合 40 10 30 0

140 60 140 60

合計 466 436 425 246
総合 紅組 891 白組 682

令和元年度お楽しみ卓球大会　　成績表

　　成績表


