
令和４年１０月４日改定版

中学校長 殿
卓球部顧問殿

（一社）神奈川県卓球協会会長 山口 宇宙
川 崎 卓 球 協 会 会 長 加賀谷 修

（ 公 印 略 ）

令和４年川崎市中学生新人卓球大会兼第６９回神奈川県中学校卓球大会川崎ブロック予選 開催要項
（通称市新人戦）（協会共催大会）

＊ 感染状況により内容を変更することがあります。

１．主 催 神奈川県中学校体育連盟 （一社）神奈川県卓球協会 川崎卓球協会

２．主 管 川崎卓球協会

３．後 援 神奈川県教育委員会 （財）神奈川県スポーツ協会

４．期日・会場 令和 ４年１０月１５日（土）男女団体戦 高津スポーツセンター
１０月１６日（日）新人男女個人戦（男子はベスト３２まで） 高津スポーツセンター
１０月３０日（日）１年男女個人戦（男子はベスト１６まで） 多摩スポーツセンター

＋ 新人男子個人戦（ベスト３２以降）
１１月 ３日（木）１年生男子個人戦（男子はベスト１６以降） 生田中学校
（１１月 ５日（土）予備日 生田中学校）
（１１月 ６日（日）予備日 生田中学校）
分散集合のため、集合時間は組み合わせ決定後通知

５．種 目 団体戦 学校対抗 男子団体・女子団体 ４単１複（６名編成１０名登録）
個人戦 新人男女子シングルス・１年生男女シングルス

６．参加定数 団体戦 学校対抗 男子・女子団体各校１チーム
個人戦 １年の部男子シングルス １６名 １年女子の部シングルス 制限なし

新人の部男子シングルス ２０名 新人女子の部シングルス 制限なし
ただし、協会登録人数から試算した上で会場の人数制限により、

新人の部男子シングルスと１年の部男子シングルスの合計は３０名以内とする。
また、令和４年度県総合体育大会卓球大会個人戦出場者は定数外とする。（別表－１参照）

７．県大会出場数 団体戦 学校対抗 男子４校(10月4日訂正) 、女子４校(10月4日訂正)
個人戦 １年の部男子シングルス １２名 １年女子の部シングルス １２名

新人の部男子シングルス ２０名 新人女子の部シングルス ２０名

８．競技方法 団体戦 トーナメント方式 個人戦 トーナメント方式

９．競技規定 ・現行の日本卓球ルールにもとづく。
・県大会競技規定に準ずる。

個人戦 (1)１年生が新人の部に出場することができる。
(2)１１本５ゲームマッチ３ゲーム先取とする。

※ １年生で県総体の個人戦に出場した生徒は1年生の部に出場できない。
※ １年生で学年別大会Ⅱ部、市民大会で、ベスト１６以上に入賞した生徒は新人の部に出

場するのが望ましい。
※ 本年度に限り、１年生は１年生の部のみの出場をお願いします。

団体戦 (1)同一校の２年生以下で編成された学校の１チームである。（合同チームは不可）
(2)１１本５ゲームマッチ３ゲーム先取とする。
(3)４名以上で編成されないチームは失格とする。５名編成の場合１番を棄権とする。
４名編成の場合１･２番を棄権とする。

※ 団体戦のメンバー変更は、大会当日の受付時間までに大会本部に提出をする。

１０．参加資格 （１）神奈川県中学校体育連盟加盟の中学校に在学し、かつその中学校で設置されている部活動に
入部している２年生以下の生徒で、学校長が出場を承認した生徒であること。

（２）神奈川県中学校体育連盟加盟の中学校に在学し、その中学校で部活動が設置されていない場
合でも、学校長が教育活動の一環として参加を承認した２年生以下の生徒であること。

※参加資格の特例
学校教育法１３４条の学校に在学し、神奈川県中学校体育連盟が参加を認め、当該学校長の
承認を受け、地区・ブロック大会を経て参加の資格を得た生徒であること。

（３）チーム編成は、競技規定による。
（４）令和４年度県総合体育大会卓球大会個人戦に出場した１年生は、本大会個人戦１年の部に参加

することができない。
（５）令和４年度、日本卓球協会に登録していることが望ましい。



１１．使 用 球 日本卓球協会公認球使用 ニッタク社製 プラスチック製４０ｍｍ 白色

１２．参 加 料 団体戦１チーム１０００円 個人戦１名６００円

１３．表 彰 各種目第５位まで表彰。

１４．申込先・方法 出場希望者は参加料を指定口座に入金のうえ所定の用紙を下記へ送付してください。

上記の住所にE-mailまたは、郵送で送付ください。

（ご注意） 振り込み者名は「学校名」・「顧問名」を入力ください。
記入例 ○○チュウ オガワミチオ
電話での申し込みは、固くお断りいたします。

１５．締 切 日 ９月２６日 (月）必着 川崎卓球協会 大笹 久夫

１６．組 合 せ 川崎卓球協会、市中体連卓球専門部で行います。

１７．県大会について・・県大会要項参照
（１） 日程・会場

令和４年 １２月２４日（土）男子団体戦 １年女子個人戦 シンコースポーツ寒川アリーナ
令和５年 １月１５日（日）女子団体戦 １年男子個人戦 ﾄｯｹｲｾｷｭﾘﾃｨ平塚総合体育館

１月２８日（土）新人男女個人戦 三浦市潮風アリーナ

（２） 参加費 団体戦 １チーム ￥２０００ 個人戦 １名 ￥６００
ただし、団体戦の県大会の参加費￥１０００ を納入下さい。

また、個人戦の県大会参加費は市協会で負担します。

１８．その他 上位大会（全日本カデット）出場等の理由により、市予選大会に参加できない場合は、予選免除で
県大会に出場できる。

１９．大会参加申込みにあたっての留意事項（追記）
①大会参加申込者は、別紙「大会参加申込にあたっての留意事項」を熟読のうえ必ず守ってくたさい。
②大会参加者は、別紙「大会参加者健康状態申告書」に記入のうえ、大会当日持参し全員受付に提出してくださ

い。提出がない場合は、試合参加はできません。
「大会参加者健康状態申告書」は、市協会・県卓球協会ＨＰからダウンロードできます。

③団体戦おいてはベンチ入り可能人数を最大とします。
１チーム選手１０名、監督（顧問）１名、地域指導者１名を最大とする。
個人戦においては登録選手、監督（顧問）１名、地域指導者登録者数を最大とする。
無観客試合のため、応援の方の入場はできません。

④大会中止・日程・入場制限等変更の場合は、川崎卓球協会ＨＰに掲載いたします。
⑤新型コロナウィルス感染防止の為、会場の入場数に制限があり、そのため分散集合となります。集合時間につ
いては組み合わせができ次第ご連絡します。

⑥会場により、食事の可・不可がありますのでご注意ください。
高津スポーツセンター ・・・２Ｆランニングコースで可能。ただし黙食のこと。
多摩スポーツセンター ・・・基本的に館内の食事は不可。

やむを得ず食事が必要な場合は本部に相談。基本屋外の公園で黙食。
⑦会場により、感染対策に違いがあります。会場と本部の指示に従ってください。

（別表－１） 定数外対象選手（令和４年度 県総合体育大会卓球大会出場者）
男子 松井 義成（川中島）､ 金井 悠樹（西中原） 以上２名
女子 張本 美和（川中島）、小島 百花（宮内）、櫻庭 和佳（カリタス）、森田 唯莉（中野島） 以上４名

２０．問い合わせ 川崎市立野川中学校 吉田 昂生 ＴＥＬ (７６６)３８２１ ＦＡＸ(７９９)５４９３
川崎卓球協会 大笹 久夫 ＴＥＬ ０９０－４７２６－３７８３

＜ 申 込 先＞
川崎卓球協会 大笹 久夫

〒２１１-００４２ 川崎市中原区下新城３－１４－７
E-mail h5sa666sasa@yahoo.co.jp
臨時連絡先 ０９０（４７２６）３７８３
または 川崎市立生田中学校 大笹 久夫

〒２１６-０００１ 川崎市多摩区三田２－５４２０－２
℡ ０４４(９１１)２１４１

＜ 振 込 先＞
横浜銀行 大師支店８２２ 口座番号 普通６０８２３２９
川崎卓球協会 大会用 理事長 小川道男

（カワサキタッキュウキョウカイ タイカイヨウ リジチョウ オガワミチオ)
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令和４年１０月４日

大会参加校 様

川崎卓球協会 会長 加賀谷 修
（公 印 略）

『令和４年度 川崎市中学生卓球大会兼第６９回神奈川県中学生卓
球大会川崎ブロック予選』要項の修正についてのお知らせ

平素は当協会主催の大会にご参加いただきありがとうございます。
さて、『令和４年度 川崎市中学生卓球大会兼第６９回神奈川県中学生卓球大会川崎ブロッ

ク予選』につきまして、県協会より連絡があり、要項の修正が生じましたのでご連絡い
たします。

記
修正内容

県大会出場数 男子団体 ８校
↓

県大会出場数 男子団体 ４校

理由
会場の収容人数のため
県協会・県中体連卓球専門部・会場担当者と協議した結果、皆様の「命と安

全を守ること」を最優先と考え出場校数を決定しました。
県大会出場を目指して練習をされておられました皆様方には誠に申し訳あり

ませんが、止む無き事情によるためであり、ご理解・了承くださるようお願い
します。皆様におかれましても、引き続き新型コロナウイルスに感染しないよ
う、対策に努めていただくようお願い申し上げます。

これからの貴チームのますますのご発展を祈念し、当連盟・当協会に対しても相変わ
らずのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上

問い合わせ先
川崎卓球協会 副理事長 中学校担当

（臨時連絡先）大笹 久夫 TEL 090-4726-3783
またはE-mail h5sa666sasa@yahoo.co.jp

mailto:h5sa666sasa@yahoo.co.jp


令和 ４年１０月７日

中学校長 殿
卓球部顧問殿 川 崎 卓 球 協 会 会 長 加賀谷 修

令和４年 川崎市中学生新人卓球大会開催についてのご連絡

令和４年１０月１５日（土）、１６日（日）、３０日（日）に大会が行われます。多くの参加をいただきあり
がとうございます。
さて、新型コロナウィルス感染防止のため、次のように分散集合とさせていただきます。お手数をかけますが

ご協力ください。

送付文書
・令和４年川崎市中学生新人卓球大会要項（１０月４日改定版）
・要項変更のお知らせ
・令和４年 川崎市中学生新人卓球大会開催についてのご連絡
・男女団体戦組み合わせ
・１０／１５、１６タイムテーブル

１．開会式 会場の人数制限、密を避けるため開会式は行いません。監督の先生は熟読のうえ、選手に
確実にご連絡下さい。

２．集 合 会場は人数制限があるため、タイムテーブルの３０分前を目安にに会場にお入り下さい。
選手１０名と引率の先生、コーチの１２名以内とする。
各チームで手指消毒剤をご用意下さい。

令和４年１０月１５日（土）高津スポーツセンター
① 女子団体の部 会場準備校は ８時００分 に正面玄関にお集まり下さい。

野 川、 富士見、 東 橘、 王禅寺中央、南大師 （専門部）
東 橘、 橘、 宮 崎、 宮前平、 向 丘、菅 生（高津宮前地区）

以上１１校

② 女子団体の部 女子参加校 ８時４５分開場 ９時３０分競技開始
川中島、 臨 港、 田 島、 川 崎、 御 幸、 塚 越、 日 吉、
平 間、 住 吉、 井 田、 中 原、 宮 内、 西中原、 中野島、
南生田、 西生田、 白 鳥、 日本女子、 桐光学園 以上１９校

③ 男子団体の部 Ｂグループ １０時４５分開場 １１時１５分競技開始
南大師、 富士見、 渡 田、 臨 港、 川中島、 田 島、 川 崎
南加瀬、 御 幸、 塚 越、 日 吉、 平 間、 中 原、 井 田、 玉 川
高 津、 西高津、 橘、 宮前平、 犬 蔵、 向 丘、 平
生 田、 南 菅、 菅 、 南生田、 西生田、 はるひ野、 長 沢、麻 生
法政二、 桐光学園 以上３２校

④ 男子団体の部 Ｃグループ １２時３０分開場 １３時００分競技開始
宮 内、 住 吉、 西中原、 東 橘、 東高津、 野 川、 有 馬、
宮 崎、 菅 生、 白 鳥、 王禅寺中央、 柿 生、 中野島 以上１３校

令和４年１０月１６日（日）高津スポーツセンター
① 会場準備校は南大師、富士見、南河原、野 川、王禅寺中央(専門部)は

８時００分 に正面玄関にお集まり下さい。

② 新人女子の部 ＋ 新人男子Ａブロック ８時４５分開場 ９時３０分競技開始
女子新人の部参加校・・・・３１校
男子新人の部Ａブロック参加校

南大師、 臨 港、 渡 田、 富士見、 御 幸、 塚 越、 平 間、 井 田
西中原、 東 橘、 橘 、 野 川、 宮前平、 平 、 菅 生、 稲 田
南 菅、 南生田、 長 沢、 王禅寺中央、 はるひ野、 法政二 以上２２校



③ 新人男子Ｂブロック １２時４５分開場 １３時３０分競技開始
川 崎、 南河原、 日 吉、 南加瀬、 玉 川、 住 吉、 中 原、 宮 内
東高津、 西高津、 宮 崎、 有 馬、 向 丘、 犬 蔵、 中野島、 菅
生 田、 西生田、 麻 生、 柿 生、 白 鳥、 桐光学園 以上２２校

開場時間までは体育館に入場することが出来ません。時間の調整をする場合は交通の妨げにならな
いようにして、体育館横の駐車場の歩道をご利用下さい。
また、引率で男女別々での引率が困難な場合はに川崎卓球協会大笹まで、ご相談ください。

３．大会参加にあたり
（１）試合会場における留意事項
＜高津スポーツセンターとの確認事項＞
・入館者はすべて検温・消毒を済ませ、入館下さい。
・参加者はすべて検温・消毒を済ませ、２Ｆへ移動ください。
・外履きはシューズ袋に入れ各自で保管する。下駄箱は使用しないで下さい。

他の施設などには絶対に入らないでください。

＜大会共通の確認事項＞
・手指消毒剤を設置する。
・競技エリアに入るときに検温を行う。
・更衣室の利用は避ける。→試合できる服装で試合会場へ行く。利用の場合は会話を控え、使用前後
の手洗いを徹底。
・常時換気を行う。 →窓を閉め続けた状態で行わなくてもよい。
・卓球台の設置は十分な間隔をあける。
・なるべく荷物置き場、待機場所など、複数校が同じ場所にならないよう配慮する。
・体育館内、通路、エントランス付近でのミーティングは禁止。

ミーティングは帰校後を各学校で行って下さい。

（２）試合中の留意事項
・体育館内では常にマスクを着用する。ただし競技中はマスクを外はずして競技を行ってもよい。
・応援は声を出さずに拍手のみで行う。→ マスクを着用。
・審判を行う際にはマスクを着用。
・チェンジエンドは実施する。
・ラケット交換は渡さず見せるだけとする。→必ずラバーの種類を伝える。
・競技中、卓球台などに汗が付いたときは、進行席・本部にあるペーパータオルで拭くこと。絶対に
自分のタオルや手で拭くことがないようにする。

・試合後の握手は行わず、台を挟んでお互いに礼をする。
・試合終了後、キャプテンは記録とボールを持って進行席に報告。

（３）参加者の留意事項
・集合時間をずらし、分散集合とします。会場に入場する選手を制限し、密集を防ぎます。
・各校顧問は当日の体温、健康状態を把握する。→ 優れない場合、同居家族に感染者がいる場合は参
加を見合わせる。

・必ずマスクを持参する。→ 試合中、を除きマスクを着用。
・必ずハンドタオルを持参する。→ トイレ等使用。
・各校で手指用アルコール消毒液を準備し、感染症対策に努める。
・こまめに手洗いを行い、１回の手洗いで３０秒以上行う

→必ずハンドタオルを持参する。
・ボールに触れた手で顔（特に眼、鼻、口）に触れないように努める。

（４）保護者の応援について
・会場内に保護者応援席を設置できないため不可とする。（無観客試合とする）

４．食事について
会場内（２Ｆランニングコース）で食事をとることができますが、15日男子団体Ｂ，Ｃブロック、

16日新人男子Ｂブロックの選手は昼食を済ませて、ご来場くださるようお願いします。
また、女子で勝ち残った選手の食事については、研修室（本部で受付をしてください。）をご利用

下さい。
５．体育館の使用について

大会当日、他の施設（トレーニングルームなど）の一般利用も有ります。他の利用者の迷惑になら
ないようにご入場下さい。



６．競技について確認
・団体戦４シングル１ダブルス方式（全中方式）
・基本３台進行で行う。ただし、タイムテーブルを遅れた場合は最大５台進行で行う場合もある。
・チェンジエンド有りで行う。
・ベンチでの声での応援は控えて下さい。
・１・２回戦においては、どちらかのチームが最初の試合の場合、５番まで行う。ただし、３点
先取後の試合は３ゲームスマッチとする。（２－０、１－２）

・選手の人数が４人以上で成立する。
不足する場合、５人は１を棄権とする。４人は１番・２番を棄権とする。ただしこの時、３試合は
５ゲームマッチの試合を保証する。

（競技例Ａ）６人チーム 対 ４人チーム
１番 Ａ 対 棄権 この場合、３番から行う。５番が終わった後にエキシビ
２番 Ｂ 対 棄権 ジョンとして、
３番 Ｃ・Ｄ 対 Ｗ・Ｘ １番 Ａ 対 棄権（Ｗ）が次に、 ２番 Ｂ 対 棄権
４番 Ｅ 対 Ｙ （Ｘ）が３ゲームマッチの試合を行う。
５番 Ｆ 対 Ｚ

（競技例Ｂ）６人チーム 対 ５人チーム
１番 Ａ 対 棄権 この場合、２番から行う。５番が終わった後にエキシビ
２番 Ｂ 対 Ｖ ジョンとして、１番 Ａ 対 棄権（ＶＷＸＹの内１人）
３番 Ｃ・Ｄ 対 Ｗ・Ｘ ３ゲームマッチの試合を行う。
４番 Ｅ 対 Ｙ
５番 Ｆ 対 Ｚ

（競技例Ｃ）５チーム 対 ５人チーム
１番 棄権 対 棄権 この場合、２番から行う。
２番 Ａ 対 Ｖ 勝敗が２－２になった場合は日本卓球ルールに従い、得
３番 Ｂ・Ｃ 対 Ｗ・Ｘ ゲーム率、得ポイント率の順で勝敗を決定する。
４番 Ｄ 対 Ｙ
５番 Ｅ 対 Ｚ

（競技例Ｄ）５チーム 対 ４人チーム
１番 棄権 対 棄権 この場合、３番から行う。５番が終わった後にエキシビ
２番 Ａ 対 棄権 ジョンとして、２番 Ａ 対 棄権（ＷＸＹＺの内一人）
３番 Ｂ・Ｃ 対 Ｗ・Ｘ が３ゲームマッチの試合を行う。
４番 Ｄ 対 Ｙ 勝敗が２－２になった場合は日本卓球ルールに従い、得
５番 Ｅ 対 Ｚ ゲーム率、得ポイント率の順で勝敗を決定する。

ただし、２番Ａ対棄権は３－０でＡの勝ちとする。

（競技例Ｅ）４人チーム 対 ４人チーム
１番 棄権 対 棄権 この場合、３番から行う。
２番 棄権 対 棄権
３番 Ａ・Ｂ 対 Ｗ・Ｘ
４番 Ｃ 対 Ｙ
５番 Ｄ 対 Ｚ

７．大会参加申込みにあたっての留意事項（神奈川県卓球協会より）
①大会参加申込者は、別紙「大会参加申込にあたっての留意事項」を熟読のうえ必ず守ってくたさい。
②大会参加者は、別紙「大会参加者健康状態申告書」に記入のうえ、大会当日持参し全員受付に提出
してください。提出がない場合は、試合参加はできません。
「大会参加者健康状態申告書」は、県卓球協会ＨＰからダウンロードできます。

③個人戦においては登録選手、監督（顧問）１名、地域指導者登録者数を最大とする。
無観客試合のため、応援の方の入場はできません。

８．問い合わせ先
何かご不明がありましたら、川崎卓球協会 大笹まで問い合わせ下さい。

大会連絡先 ０９０－４７２６－３７８３



令和４年度　川崎市中学生新人卓球大会兼神奈川県中学生卓球大会川崎ブロックル大会（新人戦）

令和4年１0月15日

高津スポーツセンター

男子団体

３決

東　橘 48

208 216

47

24 有　馬

23 桐光学園 　平

法政二 46

107 113

304 308

22 渡　田

川　崎

106

20 平　間

4521 富士見

BYE 44

207 215

4319 野　川

中野島 42

206 214

QF2 QF4

18 白　鳥

西高津

　橘

41

105

17 御　幸

田　島 40

112

303 307

16 南大師

日　吉

104

15 南　菅

111

205 213
F

39

向　丘 3814 中　原

3713 東高津

西中原 36

204 212

SF2SF1

12 菅　生

玉　川

柿　生

103

35

10 西生田

11 はるひ野

南生田 34

110

302 306

川中島 33

102

　菅 32

9 高  津

109

203 211

8 生　田

317 住　吉

臨  港 30

202 210

QF1 Qf3

6 宮前平

BYE

王禅寺中央

295 BYE

塚　越 28

301 305

4 長　沢

麻　生

25

3 南加瀬

井　田 26

108

201

1 宮　内
209

2 犬　蔵

宮　崎

101

27



令和４年度　川崎市中学生新人卓球大会兼神奈川県中学生卓球大会川崎ブロックル大会（新人戦）

令和4年１0月15日

高津スポーツセンター

女子団体

163
３決

28

日本女子

162

161

253

254

257

258

QF4QF2

153

154

155

住　吉

160

158

252

159

SF2

F

256

SF1

富士見

日　吉

16 宮　崎

30

15 BYE

14 西中原

156

12 南生田

13 東　橘

11 　橘

10 西生田

9 宮前平

8 中　原

7 向　丘

6 川　崎 桐光学園 22

157

QF3QF1

21

20

152

5 菅　生

4 白　鳥 稲　田

御　幸 193 川中島

251 255

151

2 BYE

1 宮　内 中野島

BYE 18

王禅寺中央 32

平　間 31

29

田　島

井　田

27

26

臨  港 24

塚　越 25

17

23

野　川



コート

メイン体育館

試合順時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 時間

8:10 8:10

9:00 一般選手入場 9:00

集合時間 9:10 9:10

9:00 9:30 9:30

9:45 9:45

10:00 10:00

10:15 10:15

10:30 10:30

10:45 10:45

11:00 11:00

10:45 11:15 11:15

11:30 11:30

11:45 11:45

12:00 12:00

12:15 12:15

12:30 12:30

12:45 12:45

12:30 13:00 13:00

13:15 13:15

13:30 13:30

13:45 13:45

14:00 14:00

14:15 14:15

14:30 14:30

14:50 14:50

15:10 15:10

15:30 15:30

15:50 15:50

16:10 16:10

16:30 16:30

16:50 16:50

女1６２

 井田　対　田島

Ａ

Ｂ

Ｃ

令和４年度　川崎市中学生卓球大会兼県中学生卓球大会川崎ブロック大会 10月15日
タ　　イ　　ム　　テ　　ー　　ブ　　ル 高津スポーツセンター

会場準備

受　付　・役　員　打　合　せ 受　付　・役　員　打　合　せ

1

女１５４ 女15５ 女１５６ 女15７ 女１５３

 宮前平　対
西生田

 橘　対　南生田
 東橘　対
西中原

 御幸　対　稲田  菅生　対　川崎  向丘　対　中原

女１５１

 川中島　対
　白鳥

 野川　対　桐光  塚越　対　日吉 住吉　対　臨港
 日本女子　対

富士見

女１５８ 女1６０女１５９ 女1６1 女1５２

2

女２５４ 女２５５ 女２５６ 女２５７ 女25２

女ＱＦ１男101 男102 男103 男104 男105 男106

１６０勝　対
　1６１勝

平間　対
　王禅寺中央

男107 男108

１５２勝　対
　１５３勝

１５４勝　対
　１５５勝

女１６３

１５６勝　対
　宮崎

中野島　対
　１５７勝

１５８勝　対
　１５９勝

２５１勝　対
　２５２勝

犬蔵　対　南加瀬 生田　対　高津
西生田　対

　　　はるひ野
中原　対　南菅

 南大師　対
御幸

男11３ 女ＱＦ３ 女ＱＦ４

 平間　対
富士見

 渡田　対　桐光  井田　対　麻生

男11２
4

男20９

 宮内　対　１０１勝  住吉　対　１０２勝 1０３勝　対　菅生

 菅　対　川中島

女ＳＦ１男20４

男109 男110 男111

5

男20２

男20５ 男20６ 男20７ 男20８

 南生田　対
　玉川

向丘　 対　日吉

男201 男20３

 長沢　対
　　　　宮前平

東高津　対
　１０４勝

1０５勝　対　白鳥

ＳＦ１負　対
ＳＦ２負

男2１２ 男2１３ 男2１４

男2１５

男2１６

 橘　対　川崎

1１３勝　対　東橘
1１０勝　対
　西中原

柿生　対
　１１１勝

1１２勝　対
中野島

女ＳＦ２

野川　対
　１０６勝

２５７勝　対
　２５８勝

 法政二　対　平
２５５勝　対
　２５６勝

宮崎　対
　１０８勝

 田島　対
西高津

1０７勝　対　有馬
ＱＦ１勝　対

ＱＦ２勝
ＱＦ３勝　対

ＱＦ４勝

男ＱＦ1

男３0６ 男３0７ 男３0８

２０１勝　対
２０２勝

２０３勝　対
２０４勝

２０５勝　対
２０６勝

２０７勝　対
２０８勝

２０９勝　対
２１０勝

２１１勝　対
２１２勝

男ＱＦ２ 男ＱＦ３ 男ＱＦ４

　　　　　　＜　注意　＞
１　タイムテーブルは試合時間の目安ですが、開始時間を６０分以上早めることはありません。
２　会場には入館人数の制限がありますので、集合時間（試合開始時間の６０分前）より早く入館することは出来ません。
　　時間を調整してご来場下さい。
３　１チームの人数は選手１０名、監督１名、地域指導者１名を最大とします。（最大１２名）

ＳＦ１勝　対
ＳＦ２勝

ＳＦ１負　対
ＳＦ２負

10

男Ｆ 男３決

ＱＦ１勝　対
ＱＦ２勝

ＱＦ３勝　対
ＱＦ４勝

男ＳＦ1 男ＳＦ２

男３0３ 男３0４ 男３0５

３０１勝　対
３０２勝

３０３勝　対
３０４勝

３０５勝　対
３０６勝

３０７勝　対
３０８勝

8

9

サブ体育館

3

6

7

男2１０

男2１１

 塚越　対　臨港

王禅寺中央　対
　１０９勝

女ＱＦ２

２５３勝　対
　２５４勝

女２５３

男３01 男３0２

女２５１

宮内　対
　1５１勝

女25８

１６２勝　対
　１６３勝

２１３勝　対
２１４勝

２１５勝　対
２１６勝

女Ｆ 女３決

ＳＦ１勝　対
ＳＦ２勝



令和 ４年１０月７日

参加校顧問 殿 川崎卓球協会 会長 加賀谷 修

令和４年 川崎市中学生新人卓球大会についての協力依頼
令和４年１０月１５日（土）、１６日（日）、３０日（日）に大会が行われます。多くの参加を

いただきありがとうございます。
さて、大会運営にご協力願います。お手数をかけますがご協力ください。

令和４年１０月１５日（土）高津スポーツセンター
① 女子団体の部 会場準備校は ８時００分 に正面玄関にお集まり下さい。

野川、 富士見、 東橘、 王禅寺中央、南大師 （専門部）
東橘、 橘、 宮崎、 宮前平、 向丘、菅生（高津宮前地区）

以上１１校

令和４年１０月１６日（日）高津スポーツセンター
① 会場準備校は南大師、富士見、南河原、野 川、王禅寺中央(専門部)は

８時００分 に正面玄関にお集まり下さい。

② 新人女子の部 進行
塚越、 中原、 宮内、 東高津、 宮崎、 中野島、 柿生 以上７校

③ 新人男子Ａブロック 進行
御幸、 西中原、 東橘、 橘、 菅生、 法政二 以上６校

④ 新人男子Ｂブロック 進行
南加瀬、 玉川、 住吉、 宮内、 有馬、 白鳥、 生田 以上７校

⑤ 各種目で進行に当たっていない学校の先生は会場の巡回をお願いします。

ご都合の悪い場合は遠慮なく市専門部長（吉田）または市協会（大笹）までご連絡ください。

以上


