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第２ ３回 全国 ｍ万Ｅオープン卓球大会要項
（令和５年度）

催　 ｉｉ ＪＩ Ｉ県卓球連盟

管　ＥＪ ＩＩ 県卓球速Ｓ・金Ｒ市卓球協会

援　日本卓球株ま会社・株式会社タマス・株ま会社ＶＩＣＴＡＳ・ ｔ國新聞社

日　 令和 ５年 ４ＪＥ１ ２９ 日（ 土） ～３ ０日 （日）

場　いしかわ総合スポーツセンター
干９２０－０３５５金沢市稚日 野ＥｉｌＴｔ２２２番ｔ　１Ｌ ０７ ６－２６８－２２２２

６競 技種 目（Ａ） 一般男が回休戦、 一般男女個人戦シングルス

７競 技日 程　４ｊｌ２ ９日 （土）開会式 ８時４０分競技開始９時
一般１ま ：回 休戦 、個 人戦

４Ｊ１３ ０日 （日 ）競技開 始８ 時３０分

一般１ま：回休戦、個人戦

８参 加資 格　令和５年度日本卓球協会に登録もしくは登録予定の選手に限る。

９試 合規 則　 現行の日 本卓球ルールを適ｍする。

へ０　Ｍ台Ｓま ・；ぢま （へ）回休戦１チームの選手は４～６ちとする。

（２）タト■籍の選手 は、 を種 目とも各Ｍ合でシングルス ・ダ ブルスいずれか｜ 回のみの ｉ場とする。

（Ａ）一　 般（１）回休戦は、次の順序による５試合を行う。（５ゲ ームスマツチ 、３点先ｌｉ又とする。）
１　－Ｄ　２－ Ｓ　３－ Ｓ　４－ Ｓ　５－Ｓ

※ダ ブルスにｉ場する２４５ともシング ルス に：ｌ複して出場できるが、ダ ブルス
にｉ場する選手は ２番にｉる事はできない。

（２）回休戦は予選リーグＲび決勝トーナメント、個人戦はトーナメント方式を基本とする。
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１４ 串ｉ！方法

ニツ タク ・ＶＩＣＴＡＳ・ タマスの４０ｍｍホワ イト球（プラスチック）とする。

１チーム ８， ０００ＦＩ（ ｑコ 学生 な下 は， ５， ００ ０Ｆエ１）

シングルス２ ，０ ００ ＦＩ ［４］学生な下は ，１ ，０ ００ Ｆエ１）

Ｘ（大会 当日 ，会場で支払うこ と）

決勝トーナメント３位まで、１状・副１を贈２．

串ｉ！書に所定事項を記入の上 、令和５ 年３ Ｊ１ ２７ 日（ ＪＩ ）～ ４Ｊ１１ ０日 （Ｊ≡ｌ ）に、

下Ｅあてメール・び郵送の両方で串し込むこと。

串Ｓメールアドレス

申ｉ１郵送先　一

〔問合せ先〕

般… ｍｏｕｓｈｉｋｏｍｉｏｉｓｈｉｋａｗａ－ｔｔ．ｃｏｍ

般…ｉ９２１ －８００４金沢市米九ｍＴ６２ 滞日ＥＩ 勝洋
ＳＳミ問合せＴｅ ｌ． ０８０－７９６６－０５１７

１５ そ　 の　 他　ゼッケン・ユニフオームは日本卓球協会指定・む認のものを着ｍする。

※宿泊は、各チームで手Ｓをお願いします。 ただし、 ｔ陸新幹線開業な来、 宿泊施設の混雑が続いていますｏ
確保できない場合 は、 ｉヽずしも全 て対応できる とは かぎ りません が、 下記へ宿 丿白 斡旋 につ いて 問い 合わせてみて下
さい。（できるだけＦＡＸまたはメールにて）

ｉ９２０－０８６９金沢市上堤ＩＴ Ｉ－２８ 「１ 鉄観光サービス金沢支１おＪａ０７６－２３ １一２１ ２６
ＦＡＸ： ０７６－２２３－１２８９　Ｅ－ｍａｉｌ ：ｋａｎａｚａＷａｏｍｗｔ． ｃｏｊｐ



第２回を【ｌｍ万石オープン卓球大会（小学生の部） 要項
（令和５ 年度）

１　 主　　　 催　 ＥＪ ＩＩ ほ卓球連盟

２　 主　　　　管　 ＩＥＥｉ ＪＩ Ｉ県卓球連盟 ・金沢市卓球協会

３　 後　　　　援　株ｊＥＸ：会社Ｖ】ＣＴＡＳ・ 株５Ｅｔ会社タマス一 日本卓球株５ＥＩ：会社・ｔ國新聞社

４　期　　　　日　 令和５年６ＪＥｉｌ２４日 （土）～２５ 日（ 日）

５　 会　　　　場　いしかわ総合スポーツセンター
ｉ９２０－０３５５金沢市稚日 野ｍＴ北２２２番地ＩＥＬ ０７ ６－２６８－２２２２

６　競技 種目　ｌｊ：■人戰シングルス（ホープス、カブ、 バンビ）

７　 競技 日程　６ｊＥ１ ２３ 日（金）　 練習開始時間 １３ ：００～ １７ ：００（遊学館高校１ま卓球部 ８，ｔＲ学
院大学附属高校１ま卓球部とも練習ｊａび試合もｔ来ます）

６ＪＥ１ ２４ 日（土）　 開会ま８時４０分 競技開始 ９時 ：００

１１ ：個人戦予選 リーグ

６ＪＥ１ ２５ 日（ 日）　 競技開始 ９１４００分

１・ ：個人戦１１回位 トーナメ ント

８参 加資 格　 令和５年度日 本卓球協会に登録もしくは登録予定の選手に限る。

９試 合規 則　 現行の日本卓球ルールを適Ｊ１１する。

１０　Ｍ台ｓ・ ・力 ５ま （１ ）男女各カテゴリ ー（ホープス、カブ、 バンビ） ごとに予選リーグを行い、 各順位トーナメントを行う。

（１ ）バンピはバンビ台を使用 します。

１１ 使　 ｙ目　球

を農杯２０２３年・日本卓球Ｓ手権大台（ホープス・カブ・バンビ）の使Ｊｉｌ 球、
のみ使Ｊｉｌする。

１２ 参　 加　 料　シングルス　 ２，０００Ｐ＝｜

（大会当 日に支払うこと）

１３ 表　　　彰

各ｊｌｌＱトーナメントの １　・２ ・３ ・３４１　 賞状 ・副賞を贈２．

１４ ゆｉ１方 法　 串ｉ２！書に所定事項をＥ入の上、 令和５年５ｊＥ１ １日 （日 ）～５ＪＥ１ １６ 日（火） に、
下Ｅあてメールまび郵送の・方で串 し込むこと。 （Ｓきは １９ 日までで大ま央です。）

串込メールアドレス　 ｍｏｕｓｈｉｋｏｍｉｅｉｓｈｉｋａｗａ一ｔｔ．Ｇｏｍ

申Ｒ郵送先ｉ９２ １－ ８００４ 金沢市来丸｜１１１６２澤ｍ勝洋

〔問合せ先〕　　　　　　　　　　　　　※回合せＴｅ ｌ． ０８０－７９ ６６－０５１７

１５ そ　 の　 他　ゼッケン・ユニフオームは日本卓球協会指定・Ｑ認のものを着ｌｉｌする。

※宿泊は 、各チームで手Ｒをお願い しま すｏ ただ し、 ＝１ヒ陸新幹線開業な 来． 宿泊施設のＳ雑が続いていますｏ
確保できない場台は、 必ずしも全て対ぶできるとはかぎりませんが、下記へ宿丿白斡旋について問い合わせてみて下
さい。（ できるだけＦＡＸまたはメールにて）

ｉ９２０－０８６９金沢市上堤ｍｌｒｌ －２８「１鉄観光サービス金Ｒ支店Ｊｆｌ０ ７６－２ ３１ －２ １２６

ＦＡＸ： ０７６－２２３－１２８９　 Ｅ－ｍａｉｌ ：ｋａｎａｚａｗａｏｍｗｔ．ｃｏｊｐ


