
山口県春季体育大会（卓球競技の部）について 
 

新型コロナウイルス感染症対策等の関係で、以下の通り開催します。 

 

 

〇会場について（人数制限があります。） 

・無観客で行います。入場できるのは、選手・監督・アドバイザー・大会役員・生徒役員

です。 

 試合が終わったら速やかに会場内から退場してください。 

※保護者・学校関係者・応援生徒・一般の方は入場できません。 

 

・観客席の座席指定は行いません。間隔を空けて座ってください。（前後左右で間隔を空

けてください。） 

 

・手指消毒液は各校で準備してください。入場する際には、各校で持参した消毒液で手指

消毒を行ってください。 

 

・会場では大きな声で会話、応援等をしないでください。 

 

・会場は常時換気をしているため、光・風が入りますので、あらかじめご了承ください。 

 

・会場の内外で集合する場面をできるだけ避けてください。長時間密にならないようお願

いします。 

 

・帰る際には、各校で使用したもの（卓球台、観客席の椅子、手すり等）をすべて消毒し

て帰ってください。（消毒液は手指消毒液で構わないそうです。） 

 

・会場内での食事はできるだけ避けるよう検討してください。飲食される場合は、互いに

２ｍ以上の間隔を持つようにしてください。また、黙食・マスク会食にご協力ください。 

 

〇受付について 

・受付時間は以下の通りとします。密にならないよう間隔をあけて並んでください。 

 

個人戦 光支部・周南支部・下松支部 ８時１５分～ 

個人戦 防府支部・柳井支部・田布施支部  ８時２０分～ 

個人戦 山口支部・岩国支部・大島支部  ８時２５分～ 

団体戦 １回戦に出場するチーム １０時３５分～ 

団体戦 ２回戦から出場するチーム １２時１５分～ 

 

・受付時間より前に入場することはできません。 

 

・参加料はおつりがいらないよう準備してください。参加料は一括して（個人戦・団体戦

ともに出場の学校は個人戦受付時に）支払ってください。大量の小銭での支払いは確認に

時間がかかるのでご遠慮ください。 

 



・受付時に施設利用者名簿及び施設利用時の健康確認報告書を（県中体連よりダウンロー

ド）を提出してください。（入場の際に、IDカードの色ごとにその人数分を提出してくだ

さい）（県中体連の健康チェックシートは各校で実施し、各校で保管してください。） 

 

・事前に郵送で送られるＩＤカードを首にかけて会場に入場してください。ＩＤカードが

ない人は入場できません。会場内でも常に首にかけておいてください。定期的に会場内の

見回りを行います。 

ＩＤカードの赤色は個人戦の試合が行われている時間のみ入場可、青色は団体戦１回戦

受付時間より入場可、緑色は団体戦２回戦受付時間より入場可、黄色は常時入場可です。 

 赤色、青色の選手は敗退したら速やかに会場から離れてください。 

 

〇組み合せについて 

 今大会は前年度の県新人大会、秋県の結果を参考に、組合せ委員が各担当エリアの意見

を集約し、組み合わせを作成しています。 

 

 

〇準備、片付けについて 

・光支部で行います。 

 

 

〇練習について 

・当日朝の練習は許可しません。試合前に２分間の練習を許可します。 

 

 

〇開会式について 

・開会式は放送で実施します。個人戦に出場する選手のみで簡素化した形で行います。選

手の皆さんは観客席で臨んでください。 

 

 

〇閉会式、表彰式について 

・実施しません。入賞（ベスト４）した選手、チームは賞状を進行席にとりにきてくださ

い。 

 

 

〇棄権等について 

・個人戦の棄権や団体戦のメンバー変更、メンバー不足があれば、進行席に申し出てくだ

さい。 

 

  



〇試合に関することについて 

・タイムテーブルより早めることはしないで試合を進行します。 

・タイムテーブルに変更がない場合はコールをしません。試合開始３分前に自分の試合が

行われる台の後ろで待機してください。ただし、前の試合がまだ終わっていなければ、終

わり次第コートに入ってください。 

・団体戦では、ベンチ入りできるのは、選手８名以内・監督１名・コーチ１名です。 

・個人戦の審判については、緒戦は光支部でとります。その後敗者審判です。 

団体戦は相互審判です。 

・個人戦のベンチ入りは準々決勝より認めます。 

・タイムアウトについては、個人戦は準々決勝から、団体戦は準決勝から適用します。 

・団体戦、個人戦はベンチを指定します。若い番号の選手、チームが進行席向かって右側

のベンチに入ってください。 

・ゲームごとのチェンジエンドは行いません。 

・ラケット交換は，手渡しで行わないこととします。ネットをはさんで，お互いにラケッ

トを台上に置き，選手がそれを触らずに確認してください。裏面のラバーを見たい場合に

は，ラケットの持ち主が反転して再度台に置くこととします。 

・試合の挨拶は、発声はせず、礼だけとします。 

・試合球は持ち寄りです。試合の始めと終わりに台に置いてある消毒液で消毒をしてくだ

さい。 

 

 

〇その他 

・選手・監督・アドバイザーの消毒液は各学校で準備することとし、こまめに手指消毒を

してください。 

・競技中のマスクの着用は必要ありませんが、その他の場面ではマスクを着用してくださ

い。（審判は声を出しての点数のカウントをしません。必要なことのみコールをしてくだ

さい。） 

・感染症予防のためマスクをしてのプレーは構いません。マスクの色はできるだけ白色は

避けてください。 

・審判は、カウント板に触る前後で、各校で用意した消毒液で手指消毒をしてください。

ゴム手袋をしてカウント板に触ることも各校で検討してください。 

・タオルの共用はしないでください。 

・飲料は自分専用のものを飲み、回し飲みはしないでください。 

・卓球台の上で手を拭いたりしないでください。 

・シューズの裏を手で拭くことはしないでください。 

・握手などの身体を接触させる挨拶は行なわないでください。 

・バインダー、鉛筆の貸し出しは行いません。筆記用具は各自で準備してください。 

・試合が終了後は使用した台の消毒をお願いします。台に消毒液とキッチンペーパーをお

いています。使用後のキッチンペーパーは、進行席付近においてあるごみ袋に捨ててくだ

さい。 

 

  



〇救急体制について 

・一時休養はできません。原則、引率者へ引き渡します。 

・感染症の疑いがある場合は、検温等、体調確認を行い、救急搬送を要請します。必要に

応じて、関係機関に相談し、指示を受けます。また、可能な限り、濃厚接触者を特定して

おきます。専門部長は、直ちに試合を中断することも含め、判断することとします。 

 

 

〇本部で準備するもの 

・アルコール              ・非接触型体温計 

・ペーパータオル            ・ビニール袋 

・ハンドソープ             ・手指用消毒液 

・手すり等消毒液            ・ゴム手袋 

・消毒用雑巾              ・卓球台消毒液 

・フェイスシールド           ・受付におくパネル ２枚 

・進行席におくパネル ２枚       ・健康チェックシート入れBOX 

・進行に必要なもの           ・参加料入れ箱 

・参加料領収書             ・健康チェックシート予備 

 

  



 

 

競技上の注意 
 

ルールは、本年度日本卓球制定ルールに準じて行います。試合は、１１点５ゲームマッ

チで行います。促進ルールは、１ゲーム１０分経過後に適用します。 

ゲーム間にアドバイスを受けに行くときは、ラケットをコートに置いていってくださ

い。アドバイスの時間は１分以内です。 

また、新型コロナウイルス感染症予防として事前に各校に配布した内容を守って試合を

行うようご協力お願いします。 

 試合は、個人戦と団体戦を行います。 

 

・個人戦について 

トーナメント戦です。 

トーナメント戦の緒戦の審判は光支部で行います。その後は敗者審判です。 

試合に勝った選手は記録用紙を持って報告にきてください。負けた選手は、次の試合の

審判をしてください。 

 

 

・団体戦について 

 ４Ｓ１Ｄで行います。 

トーナメントです。オーダーの順に３点先取で行います。相互審判です。 

試合結果は、勝ったチームのキャプテンが記録用紙をもって進行席にきてください。相

手校の監督の先生への挨拶はご遠慮ください。 

 ゲーム間にベンチコーチを受けに行くときは、ラケットをコートに置いてください。ア

ドバイスの時間は１分以内です。 

 

 

審判の判定に対して、不審な点がある場合は、団体戦においては監督、個人戦において

は選手が質問するものとして、よくわからなければ本部へ申し出てください。 

 タイムテーブルに従って進行していきますが、変更する場合は放送します。 

棄権や、団体戦の人数が不足のチームは、受付入口に掲示してあります。 
 

  



 

会場使用上の注意 
 

 

１ 上下足の区別をきちんとつけてください。入り口のところで、確実に履きかえてくだ

さい。下足箱は使用不可とします。下足入れを持ってきて、各自で管理してください。 

 

 

２ 貴重品の管理は、各校・各自でお願いします。置き引き事案が県内の大会会場で発

生しています。注意してください。 

 

 

３ ゴミの持ち帰りをお願いします。帰る際には、チームの責任者の方がごみはないかを

きちんと確認し、お帰りください。 

 

 

４ 水分補給はこぼさないようお願いします。 

 

 

５ 忘れ物がないよう、帰るときにもう一度確かめて帰ってください。 

 

 

６ フラッシュ撮影は、選手のプレーの妨げになりますので、ご遠慮ください。 

 

 

７ 撮影画像につきましては、個人情報保護の観点から、当該生徒および保護者等の

許可なく、動画サイト・交流サイト・掲示板等のインターネット上へ公開しないよ

うにご協力ください。 

 

 

 トイレやその他の場所もきれいに大切に使ってください。よろしくお願いします。 

 
  



【朝 放送による開会式の進行原稿】 
 

 

※優勝旗返還はありません。前年度優勝校は進行席に持参してください。 

 

 

進行（横山） 

 

ただいまより山口県中学校春季体育大会 卓球競技の開会式を行います。 

 

主催者あいさつ。（室積中 海田校長先生） 

 

選手宣誓。宣誓者は、（光井）中学校の（       ）さんです。 

 

続いて競技上の注意・会場使用上の注意を行います。 

 

以上で、開会式を終わります。 

 

入場の際には入口が混雑して密にならないよう間隔をとって、入場してください。 

また、入場の際には各校で準備している消毒液で、手指消毒を済ませて入場してくだ

さい。 

 

それでは、第１試合が行われるコートに入って、試合を行ってください。 

審判の生徒もコートに入ってください。 

 

 



選手の皆さんにお願い 

 

 今回は、新型コロナウイルス感染症予防対策を行う上で、ルール変更や気をつけてほし

いことがあります。以下のことを守って試合や観戦を行ってください。 

 

１ 特に、以下の時に密にならないよう気をつけてください。 

①集合の時   ②入場の時   ③準備の時 

④観戦の時   ⑤片付けの時  ⑥解散の時 

 

２ 当日朝の練習は許可しません。試合前に２分間の練習を許可します。 

 

３ 試合開始３分前に自分の試合が行われる台の後ろで待機してください。 

 

４ 試合がないときは、観客席で待機してください。席の間隔を空けて座ってください。 

 

５ ベンチを指定します。若い番号の選手・チームが進行席向かって右側のベンチに入っ

てください。 

 

６ ゲームごとのチェンジエンドは行いません。 

 

７ ラケット交換は，手渡しで行わないこととします。ネットをはさんで，お互いにラケ

ットを台上に置き，選手がそれを触らずに確認してください。裏面のラバーを見たい場

合には，ラケットの持ち主が反転して再度台に置くこととします。 

 

８ 試合の挨拶は、発声はせず、礼だけとします。 

 

９ 競技中のマスクの着用は必要ありませんが、その他の場面ではマスクを着用してくだ

さい。（審判は声を出しての点数のカウントをしません。必要なことのみコールをして

ください。） 

 

10 タオルの共用はしないでください。 

 

11 飲料は自分専用のものを飲み、回し飲みはしないでください。 

 

12 卓球台の上で手を拭いたりしないでください。 

 

13 シューズの裏を手で拭くことはしないでください。 

 

14 握手などの身体を接触させる挨拶は行なわないでください。 

 

15 バインダー、鉛筆の貸し出しは行いません。筆記用具は各自で準備してください。 

 

16 会場に入る際には、マスクの着用・手指消毒をお願いします。 

 

17 大声での応援はお控えください。  

大切だから 

距離を取ろう 



 

顧問の先生にお願い 

 

① 会場の内外での集合が密にならないようにしてください。（特に集合時） 

密になっていれば、移動してください。 

 

 

② 入場するときには、密にならないよう、間隔をとって入場してください。 

  また、かけこみで入場をしないように事前指導をお願いします。 

 

 

③ 受付時には、密にならないよう間隔をとってください。 

 

 

④ 参加料はおつりのないようご準備ください。 

 

 

⑤ 健康チェックシート（事前にメールで送信済）、受付時に提出してください。 

 

 

⑥ 会場に入る際に、各学校で準備した消毒液で手指消毒をして入場させてください。 

  その後もこまめに消毒、手洗いにご協力ください。 

 

 

⑦ 団体戦１回戦の出場チームには、郵送でオーダー用紙を送ります。 

受付時にオーダー用紙を提出してください。 

 

⑧ 入場する際には、ID カードを首にかけて受付で見せて入場するようお伝えください。 

 

 

⑨ アドバイザーについて確認です。 

  団体戦は１名のみ入場可です。 

  個人戦は、個人戦の出場選手の人数が入場可です。 

  申込から ID カードを発行しています。訂正等は受付時に申し出てください。 

 

 

⑩ お帰りの際には、ＩＤカードを中身の紙を抜いて、返却箱に返却してください。 

 

  



受 付 の 流 れ 
 

 

① 各校で持参した消毒液で、手指消毒をしてください。 

  マスクの着用をお願いします。 

 

 

② 監督が健康チェックシート（選手、監督、アドバイザー）をまとめて提出する。 

〇個人戦・団体戦ともに出場する選手・監督・アドバイザー（ID カード黄

色）は個人戦の受付時に提出。 

〇個人戦・団体戦ともに入場する選手・監督・アドバイザー（ID カード黄

色）は個人戦の受付時に提出。 

〇団体戦のみに出場する選手・監督・アドバイザー（ID カード青色・緑色）

は、団体戦の受付時に提出。 

 

  健康チェックシートに×がある場合は、校長から出場の許可を得ていることを受付担

当に申し出てください。 

 

 

③ 受付担当が内容を確認する。 

 

 

④ 参加料を納める。 

  個人戦・団体戦両方に出場する学校は合計金額を納めてください。 

 

 

⑤ 団体戦１回戦の受付時には、オーダー用紙を提出してください。 

 

 

⑥ 監督、選手、アドバイザー入場可となります。ID カードを受付担当に見せてくださ

い。 

   黄：個人戦・団体戦の自分の試合がある時間に入場可。 

   赤：個人戦の自分の試合がある時間に入場可。 

   青：団体戦１回戦の自分の試合がある時間に入場可。 

   緑：団体戦２回戦の自分の試合がある時間に入場可。 

 


