
 

 

 

 

１．趣  旨  市⺠スポーツ祭に祝し市⺠卓球⼤会を開催する事により幅広い市⺠に参加の機会を与え、卓 
球の⾯⽩さと併せて健康な⾝体づくりに寄与する 

２．主  催  苫⼩牧市 公益財団法⼈苫⼩牧市体育協会 
３．主  管  苫⼩牧卓球連盟 
４．⽇  時  令和元年８⽉３１⽇（⼟）午前９時から 
５．会  場  苫⼩牧市総合体育館 
６．参加資格  苫⼩牧市在住者で下記の条件を満たす者 

          ①現在、⾼校・⼤学の卓球部に籍を置いている者及び全国⼤会（個⼈・団体）に出場経験の 
ある者は参加できない 

          ②前年度の⼀般男⼥ダブルスの優勝者は今年度同じペアでの参加は認めない 
          ③団体戦中学⽣の部への⼩学⽣ジュニアチームの参加は認める 
          ④団体戦中学の部は 5 名以下の場合は合同チームでの参加を認める 
  ⑤団体戦中学の部は各学校やクラブチーム単位での複数チーム参加を認める 

７．種  ⽬  ①個⼈戦中学 1 年男⼦シングル ②個⼈戦中学 1 年⼥⼦シングル 
          ③個⼈戦中学２年男⼦シングル ④個⼈戦中学２年⼥⼦シングル 
          ⑤団体戦中学男⼦（4 単 1 複 チーム編成は中学 1〜2 年⽣ 6〜8 名） 
          ⑥団体戦中学⼥⼦（4 単 1 複 チーム編成は中学 1〜2 年⽣ 6〜8 名） 
          ⑦個⼈戦⼩学男⼦シングル   ⑧個⼈戦⼩学⼥⼦シングル 

⑨個⼈戦⼀般男⼦ダブルス   ⑩個⼈戦⼀般⼥⼦ダブルス 
          ※シングル、ダブルスの重複エントリーは不可。ただし団体戦での重複は可。 
          ※11 本 5 セットとしボールは⽩を使⽤する 
  ８．表  彰  個⼈戦  ３位まで賞状及びメダルを授与 
          団体戦  優勝 賞状及びメダルを授与 準優勝・3 位 賞状 

９．申込期間  令和元年７⽉２６⽇（⾦）〜８⽉１７⽇（⼟）期間厳守 
１０．申込⽅法  ①メール送信 ②持参 ③郵送 
         ※申込⽤紙は苫⼩牧市体育協会 HP でダウンロードが出来ます。また苫⼩牧卓球連盟 HP から 

も申込⽤紙をダウンロードして HP から申込することも出来ます。 
※電話⼜は FAX での申込は出来ませんのでご了承願います 

                   ※団体戦の申込には必ずチーム名・代表者⽒名・電話番号を追記してください 
  ≪記⼊必要事項≫ 

①参加種⽬②⽒名③性別④年齢⑤住所⑥電話番号⑦所属チーム名⑧学校名・学年 
≪申込⽤紙配布場所≫ 

苫⼩牧市総合体育館・苫⼩牧市⽇吉体育館・苫⼩牧市川沿公園体育館 
・⽩⿃王⼦アイスアリーナ 

          ≪申込先≫ 
公益財団法⼈苫⼩牧市体育協会事務局 苫⼩牧市若草町 2-4-1 ⽩⿃王⼦アイスアリーナ 
E-mail  info@tomakomai-taikyo.or.jp 電話番号（0144）37-7100 

令和元年度 市⺠スポーツ祭 

第５１回 市⺠卓球⼤会 



参加種目

チーム名
氏名
学校名
住所
電話番号

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

氏名 学年 　　　　　　　　年

性別 男　・　⼥ 年齢 　　才

選手1
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※申込⽤紙は記載漏れのないようお願いします。

□団体戦中学男⼦　□団体戦中学⼥⼦

代表者

選手7

選手8

選手6

選手5

選手2

選手3

選手4



参加種目

チーム名
氏名
住所
電話番号

氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
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※申込⽤紙は記載漏れのないようお願いします。

□⼩学男⼦シングル　□⼩学⼥⼦シングル

代表者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



参加種目

チーム名
氏名
住所
電話番号

氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
氏名
性別 男・⼥ 年齢 　　才
学校名・学年
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※申込⽤紙は記載漏れのないようお願いします。

□中学1年男⼦シングル　□中学1年⼥⼦シングル
□中学2年男⼦シングル　□中学2年⼥⼦シングル

代表者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



①参加種目

②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号
②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号

①参加種目

②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号
②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号

①参加種目

②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号
②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号

①参加種目

②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号
②氏名 ③性別 男・⼥
⑤住所 苫小牧市 ④年齢 　　才
⑦所属チーム名 ⑥電話番号

令和元年度 市⺠スポーツ祭

□個⼈戦⼀般男⼦ダブルス　□個⼈戦⼀般⼥⼦ダブルス

1

2

3

4

□個⼈戦⼀般男⼦ダブルス　□個⼈戦⼀般⼥⼦ダブルス

※申込⽤紙は記載漏れのないようお願いします。

□個⼈戦⼀般男⼦ダブルス　□個⼈戦⼀般⼥⼦ダブルス

□個⼈戦⼀般男⼦ダブルス　□個⼈戦⼀般⼥⼦ダブルス

第51回 市⺠卓球⼤会参加申込書


