卓球 愛好者各位
主催
会長
後援

荒川区卓球連盟
北城 貞治
城北 五 区卓球連盟協議会

平成 30年 度荒川区オー プン卓球大会 のご案内
卓球愛好者のみなさん、いかがお過 ごしですか。
標記大会を、下記の要領にて開催することにな りま した。
どうぞ多数の ご参加 をいただ くようご案内申 し上げます。
言己

)9時 開場・ 受け付け開始 9時 30分

1.日

時

平成 30年 8月 19日

2.会

場

荒川総合 スポ ー ツセンター 大体育室 (2F)
￨1区 南千住 6‑45‑5
〒 116‑0003 荒り
電話 3802‑3901
※交通の ご案 内
JR常 磐線 ……南千住駅か ら徒歩 7分
地下鉄 日比谷線 ……南千住駅 か ら徒歩 7分
……
5分
ら徒歩
荒川区役所前か
都電荒川線

3.種

目

①一般男子②男子 40歳 以上○男子 50歳 以上④男子 60歳 以上⑤男子 ダブルス⑥男子 シニ アダブルス
⑦ 一般女子③女子 40歳 以上◎女子 50歳 以上⑩女子 60歳 以上①女子 ダブルス○女子シ エ アダブルス
注意 ②、③、④、④、③、◎、⑩、⑫は平成 31年 4月 1日 現在の満年齢 と します。
③、⑫ は 2人 の平成 31年 4月 1日 現在の満年齢 を合計 して 110歳 以上 と します。
年代別 (② 、③、④、③、◎、⑩ )の 中の該 当する 1種 目と一般 (① 、⑦ )と
ダブルス種 目 (⑤ 、⑥、①、⑫ )の 中の 1種 日、以 上 3種 目の 中か ら
2種 目まで出場可
年代別を 2種 目出場 した り、 ダブルスを 2種 目出場 した りする ことはできません。

4.参 カロ費
5.参 加資格
6.ル ー ル

1人

1種 目 1000円

(日

(種 目⑤、③、〇、〇 は

開会

1組 2000円 )

卓球愛好者 は どなたでも参加 出来 ますが、申込先着順 に延 べ 600名 までの定員 と します。
定員を超過 してお断 りする ときには締 め切 り後 1週 間をめ どに ご連絡 いた します。
日本卓球協会制定の現行 日本卓球ル ール に準 じます。

11本 5セ ッ トマ ッチ (3セ ッ ト先取 )と します。 タイムア ウ トは取れ ません。
ボ ールは ニ ッタク硬式ホ ワイ トボール (プ ラスティック製 )を 使用 します。
ア.試 合方法

8.申 込方法

トー ナメン ト方式によ ります。参加選手数 によつては リー グ戦 を併用 します。
再二f裁 30■ 再 ア メヨ 30日 (月 )午 後 7時 着信 まで。
(2)申 込用紙 に記入の うえ申込先に郵送 して下さい。
荒川区】 へ 電話をおねが い します。
荒川区に FAXに よる申 し込みをす るときには送信前 に 【

(1)締 切

FAX 3891‑6863
参加費は団体毎 にまとめて当日にお願 い します。 申 し込み後の棄権は納金 していただきます。

9.申 込 先

城北五区卓球連盟会員 の方
〒 174‑0065 板橋区若木 2‑13‑10‑1042
【
練馬区】吉浦邦 良

【
板橋区】八木芙美子 〒 173‑0035 板橋区大谷口 2‑31‑6
【
豊島区】田辺ふみ子 〒 171‑0051 豊島区長崎 5‑19‑8‑205
〒 115‑0044 1ヒ 区赤羽南 2‑8‑11‑1001
【
北 区】 日浦直子
〒 116‑0013 荒川区西 日暮里 1‑2‑10
荒川区】梶谷昌宏
【
城北五区以外の方は上記 【
荒川区】にお申 し込み ください。

10.そ の 他

試合の際はゼ ッケン (様 式 自由)を 着用 して下さい。
車での ご来場はなるべ くご遠慮 ください。

￨1区 】梶谷昌宏までお願 い します。
お問い合わせは上記 【
荒り

■L・ faX 6912‑3123

■L° faX 3956‑9121
■L° faX 3959‑4423
■L° faX 3903‑4226
■L 090‑1841‑0086

