
第３６回 ＮＨＫ杯中学生卓球大会 
 

１、大 会 名 第３６回 ＮＨＫ杯中学生卓球大会 
 
２、期  日 ２０１９年５月１１日(土) 監督会(7:20) 開会式(8:00) 競技開始(8:20) 
                            １２日(日) 競技開始（8:20） 
 
３、会  場 沖縄市体育館 
４、主  催 沖縄県卓球協会 
５、共  催 ＮＨＫ沖縄放送局・沖縄県中学校体育連盟 
 
６、競技種目 男女シングルス・男女ダブルス 
 
７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式とする。 
              (2)ベスト８よりタイムアウト制を採用する。 
 
８、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 
       (2)使用球は日本卓球協会公認球とする。 
       (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格 (1)本年度沖縄県卓球協会に登録された選手であること。 
       (2)県内の中学生であること。 
       (3)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 
 
10、参加制限 (1)個人戦は各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８名までとする。 
       (2)ダブルスは各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各８組までとする。 
 
11、参 加 料 (1)個人戦は１名５００円    (2)ダブルスは１組８００円 
 
12、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチ１人２０００円 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領) 

        を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
  
  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５沖縄県卓球協会事務局 
   参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645  沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
 
    ※ 平成３０年度よりインターネット登録になっています。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
     登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
     ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
   ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」
    にて、お支払い下さい。 
 
  (2)申込期限 : ２０１９年４月１９日(金)必着 
 
14､そ の 他 男女別用紙で申し込み下さい。参加申込書が不足の場合は各学校・クラブで 
        コピーして下さい。ダブルスのﾍﾟｱﾘﾝｸﾞの所属チームの制限はありません。 
  例１  ○○中学校と○○クラブ 例２  ○○中学と○×中学 例２  ○○クラブと○×クラブ  
      
  ※ クーラー代徴収 生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 
             ① 一人４００円  申込人数×４００円（男女別で考えてください） 
 
        ※ 連絡先 卓球協会事務局 TEL(FAX) 098-932-9198 



２０１９年度 県中学生卓球選手権大会 
 
１、大 会 名 ２０１９度 県中学生卓球選手権大会 
 
２、期  日 ２０１９年６月２２日（土）監督会(7:20) 開会式(8:00) 競技開始(8:20) 
                           ２３日（日）競技開始(8:20） 
３、会    場 宜野湾立体育館  
４、主  催 沖縄県卓球協会  
５、共  催 琉球新報社・沖縄県中学校体育連盟 
６、後  援 宜野湾市教育委員会（予定） 
 
７、競技種目 (1)男女団体戦   (2)男女シングルス 
 
８、競技方法 (1)トーナメント方式による。 
              (2)団体戦は中体連方式とし、４シングルス・１ダブルスで編成する。 
              (3)ベスト８の試合よりタイムアウト制を適用する。 
 
９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球とする。 
              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
10、参加資格 (1)本年度度沖縄県卓球協会に登録された選手であること。 
       (2)県内の中学生であること。 
              (3)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 
 
11、参加制限  (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各学校・各ｸﾗﾌﾞ男女１チームとする。 
              (2)個人戦は各学校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８名までとする。 
 
12、参 加 料 (1)団体戦：１チーム４，５００円     (2)個人戦：１人 ５００円 
 
13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは登録料１人年間2,000円。 
 
14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領証) 
        を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５  沖縄県卓球協会事務局 
   参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645      沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
    
  ※ 平成３０年度よりインターネット登録になっています。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
     登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
    ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
   ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」
    にて、お支払い下さい。 
   
           
  (2)申込期限：２０１９年５月１７日（金）必着 
 
15、そ の 他 (1)団体戦に出場するチームの選手は、同じユニフォームを着用のこと。 
            (2)クーラー代徴収について（当日の監督会議で徴収します）  
              
        ※  生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 
                ①一人４００円  申込人数×４００円（男女別で考えて下さい） 

  
連絡先 卓球協会事務局 TEL(FAX) 098-932-9198 

 



２０１９年度 全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選 

１、大 会 名 ２０１９年度 全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選 

２、期  日 ２０１９年 ８月２４日（土）監督会(7:20)  開会式(8:00)  競技開始(8:20) 

                          ２５日（日）競技開始(8:20） 

３、会  場 宜野湾市立体育館  

４、主  催  沖縄県卓球協会         

５、共  催 沖縄タイムス社（予定） 

６、後  援 宜野湾市教育委員会（予定） 

７、競技種目 (1)男女ｼﾝｸﾞﾙｽ（13才以下・14才以下）(2)男女ダブルス 

８、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式とする。シングルスはベスト４よりリーグ戦 

              (2)ベスト８よりタイムアウト制を採用する。 

９、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 

              (2)試合球は日本卓球協会公認球とする。 

       (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること 

10、参加資格 (1)本年度沖縄県卓球協会に登録された選手であること。 

       (2)１３才以下の部は、２００６年４月２日以降に生まれた者であること。 

              (3)１４才以下の部は、２００７年４月２日以降に生まれた者であること。 

              (4)本大会は該当年齢より上の種目にも参加できる。 

         但し、シングルス２種目には出場できない。 

       (5)ダブルスはカデット以下であれば年齢制限なしに組むことができる 

        （6）本大会へ参加できる者 

              (7)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 

11、参加制限  (1)男女シングルスは、各校・各クラブともに各10名までとする。 

              (2)男女ダブルスは各校・各クラブともに８組までとする。 

12、参 加 料 (1)シングルスは小学生４００円、中学生５００円 

       (2)ダブルスは小学生６００円、中学生８００円（小・中混合は８００円） 

13、登 録 料  未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円。 

14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領証) 

        を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません）  

  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５ ２F  沖縄県卓球協会事務局 

     参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645  沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 

 ※ 平成３０年度よりインターネット登録になっています。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 

    登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 

  ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 

  ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」 
   にて、お支払い下さい。  

  (2)申込期限 : ２０１９年７月２６日(金)必着 

15、そ の 他 （１）特得別推薦枠（個人戦１名、カット型もしくはペンホルダー選手に 

          限る）については成績上位の中から選出する。 

       （２）各種目の優勝者（個人戦は上位2名まで）と特別推薦枠は              

          2019年年11月8～10日、山口県で行われる2019年度全日本卓球選手権 

          大会（カデットの部)に推薦・派遣する。 

        ※ 生徒の健康上を配慮してクーラー代を徴収します。 
            ① 申込人数×４００円（男女別で考えて下さい） 



２０１９年度 県中学対抗団体戦卓球大会 
 
１、大 会 名  ２０１９度 県中学対抗団体戦卓球大会 
 
２、期  日  ２０１９年９月１４日（土）監督会議(8:20) 開会式(8:40) 競技開始(9:00) 
 
３、会  場  ２１世紀の森体育館 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
５、後  援  名護市教育委員会 
 

６、競技種目  (1)男女団体戦 

 
７、競技方法  (1)トーナメント方式による。ベスト８からリーグ戦を行う。            
              (2)中体連方式とし、４シングルス・１ダブルスで編成する。 
               (3)３番目にダブルスをおき、３点先取法により勝敗を決定する。 
               (4)ダブルスとシングルスは兼ねることはできない。 
 
８、競技規則   (1)現行の日本卓球ルールによる。 
               (2)試合球は日本卓球協会公認球とする。    
              (3)ベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
               (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 

９、参加資格  (1)本年度沖縄県卓球協会に登録されたチーム及び選手であること。 
        (2)県内の中学２年生以下であること。 
        (3)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 
 

10、参加制限   (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校男女１チームとする。 

               
11、参 加 料  (1)団体戦：１チームにつき４，５００円とする。 
 
12、登 録 料  未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円 
 
13、申込方法  別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領)
を 
               添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
 

   (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５    沖縄県卓球協会事務局 

   参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645 沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
 

 ※ 平成３０年度より「インターネット登録になります。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
    登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
  ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
 ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」 
   にて、お支払い下さい。 
 

   (2)申込み期限   ２０１９年８月１６日(金)必着 
 

14、そ の 他  （1）団体戦に出場するチームの全選手は、同じユニフォームを着用して下さい 

       (2）団体戦のベスト８に入ったチームは１２月に行われる第２０回全九州卓球 

                  選手権大会（中学生の部）県予選のシードチームとする。  

              （3）必ずユニフォームを着用して下さい。（体育着での参加は認めません） 

 
※ 連絡先 卓球協会事務局 TEL(FAX) 098-932-9198 

                      



 

第２０回全九州卓球選手権大会（中学生の部）県予選 
 
 

１、大 会 名 第２０回全九州卓球選手権大会（中学生の部）県予選 
 
２、期    日 ２０１９年１２月２１日（土）監督会議(8:20) 開会式(8:40) 競技開始(9:00) 
                            ２２日（日）競技開始(8:20) 
３、会    場 県総合運動公園体育館 
４、主  催 沖縄県卓球協会 
５、後  援  沖縄市教育委員会（予定） 
 

６、競技種目 (1)男女団体 (2)男女シングルス 
 
７、競技方法 (1)団体戦は、監督１名・コーチ１名・選手６～８名で編成し、３点先取で 
         勝敗を決定する。 
              (2)団体戦のオーダー順の組み方は中体連方式とし、４シングルスの１ダブルス 
         で単複の重複出場することはできない。 
              (3)個人戦はトーナメント法による。ベスト16より各ブロックリーグ戦とする。 
       (4)団体戦はベスト８からリーグ戦を行います。 
              (5)団体戦の審判は相互審判とし、個人戦は敗者審判とする。 
 
８、競技規則 (1)現行の日本卓球ルールによる。 
       (2)団体戦・個人戦ともリーグ戦からタイムアウト制を適用する。 
              (3)試合球は日本卓球協会公認球とする。 
       (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格  (1)本年度沖縄県卓球協会に登録されたチーム及び選手であること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
              (3)本大会に参加できる者。 
              (4)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 
 
10、参加制限  (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校男女各１チームとする。 
       (2)個人戦は各校男女各１８人までとする。  
        
11、参 加 料 (1)団体戦：１チーム４，５００円 (2)個人戦：１人につき、５００円。 
 
12、登 録 料  未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領証) 
       を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５  沖縄県卓球協会事務局 
   参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645  沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
 
 ※ 平成３０年度より「インターネット登録になります。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
    登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
  ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
 ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」 
   にて、お支払い下さい。 
   
  (2)申込期限  ２０１９年１１月１５日(金)必着 
 
14、監督会議（抽選会）団体の組み合わせは大会当日の監督会議にて行います。 
           （出席の確認ができないチームについては大会本部で抽選する。) 
 
15、そ の 他 （1）団体戦に出場するチームの全選手は同じユニフォームを着用して下さい。 
          (2）団体戦の男女上位４位チームと個人戦上位ベスト８までは、２０２０年  
        ２月２１日(金)～２３日(日)に福岡県北九州市で開催される第20回全九州 
        卓球選手権大会（中学生の部）に推薦・派遣する。     
        

※ 参加申込書が不足の場合は各学校でコピーして下さい。 



２０１９年度 県中学校新人卓球選手権大会 
兼 第２１回全国中学選抜卓球大会県予選 

 
１、大 会 名 ２０１９年度 県中学校新人卓球選手権大会 
       兼 第２１回全国中学選抜卓球大会県予選 
 
２、期    日 ２０２０年２月 1日（土）監督会議(8:20) 開会式(8:40) 競技開始(9:00) 
                       ２月２日（日）競技開始(8:20) 
 
３、会    場 県総合運動公園体育館 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
５、共    催 沖縄タイムス社 
６、後  援 沖縄市教育員会（予定） 
 

７、競技種目 男女団体戦・男女シングルス 
 
８、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式による。団体戦ベスト８からリーグ戦を行う。 
       (2)団体戦は中体連方式とし、４シングルス・１ダブルスで編成する。 
              (3)３番目にダブルスをおき、３点先取法により勝敗を決定する。 
              (4)ダブルスとシングルスは兼ねることはできない。 
 
９、競技規則  (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球とする。 
              (3)団体戦・個人戦ともにベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
              (4)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
10、参加資格 (1)本年度沖縄県卓球協会に登録されたチーム及び選手であること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
       (3)本大会に参加できる者。 
              (4)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。  
 
11、参加制限  (1)団体戦のチーム編成は６人～８人で編成し、各校男女１チームとする。 
              (2)個人戦は各校男女各１８人まで参加できる。 
             
12、参 加 料 (1)団体戦：１チームにつき、４,５００円 (2)個人戦：１人につき、５００円 
 
13、登 録 料 未登録の選手は１人1,300円、監督・コーチは１人年間2,000円。 
 
14、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領証) 
       を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
  (1)申込先 〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５   沖縄県卓球協会事務局 
    参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645  沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
 
  ※ 平成３０年度より「インターネット登録になります。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
    登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
  ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
 ※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」 
   にて、お支払い下さい。 
   
  (2)申込期限  ２０１９年１２月２７日(金)必着 
15、監督会議（抽選会）団体の組み合わせは大会当日監督会議にて行います。 
          （出席の確認ができないチームについては大会本部で抽選する） 
 
16、その他 （１）団体戦の男女の各優勝チームは、2020年3月28日（土）～29日（日）に  
         愛知県で開催される第21回全国中学校選抜卓球選手権大会に推薦・派遣する。 
 
      （２）団体戦の男女のベスト４のチームは、2020年4月18日（土）～19日（日）  
                  熊本県で開催される第5回九州中学選抜卓球大会に推薦・派遣する。 
         ＊九州大会の派遣については協会の輸送計画とする 
        

※ 連絡先 卓球協会事務局 TEL(FAX) 098-932-9198 



第５回九州中学校選抜卓球大会選考会（個人の部） 
 
 

１、大 会 名 第５回九州中学選抜卓球大会選考会(個人の部) 
 
２、期    日 ２０２０年２月２９日（土）監督会議(8:20) 開 会 式(8:40)競技開始（9:00) 
 
３、会    場 県総合運動公園体育館 
 
４、主  催  沖縄県卓球協会 
５、後  援 沖縄県 
 
６、競技種目 男女シングルス 
 
７、競技方法 (1)各種目ともトーナメント方式による。 
        (2)ベスト８からリーグ戦を行う。必要に応じて順位決定戦を行う。 
              (3)ベスト８よりタイムアウト制を適用する。 
 
８、競技規則  (1)現行の日本卓球ルールによる。 
              (2)試合球は日本卓球協会公認球とする。 
              (3)本年度日本卓球協会指定のゼッケンを使用すること。 
 
９、参加資格 (1)本年度沖縄県卓球協会に登録された選手であること。 
       (2)中学１・２年生であること。 
       (3)本大会に必ず参加できる者。 
              (4)監督及びコーチも本年度沖縄県卓球協会に登録された者とする。 
 
10、参加制限  (1)個人戦は各校・各ｸﾗﾌﾞ男女各１８人まで参加できる。 
               
11、参 加 料 (1)１人につき５００円とする。 
 
12、登 録 料 未登録の選手は登録料（１人1,300円）、監督・コーチは１人年間2,000円 
 
13、申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、参加申込書に参加料(又は払込金受領証) 
       を添えて、下記宛に申し込んで下さい。（電話・ＦＡＸの申込みは受け付けません） 
  (1)申込先 (1)〒904-0023 沖縄市久保田１－４－１５   沖縄県卓球協会事務局 
   参加料振込先：琉球銀行 泡瀬支店 378645   沖縄県卓球協会 会長 具志堅 侃 
 
 ※ 平成３０年度よりインターネット登録になっています。沖縄県卓球協会ＨＰを参考に 
    登録申請お願いします。必要事項を記入し登録を行ってください。 
  ※ 本年度の登録料 中学生 年間1,300円、 監督・コーチは登録料１人年間2,000円 
※ 登録料の支払いは登録後、沖縄県卓球協会の承認後ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱもしくは「ゆうちょ」 

   にて、お支払い下さい。 
 

   (2)申込期限  ２０２０年２月１日(金)必着 

 
14、その他 （１）男女の個人戦上位の４名は、2020年4月18日（土）～19日（日） 
         熊本県で開催される第５回九州中学選抜卓球大会に推薦・派遣する。 
          ＊九州大会の派遣については協会の輸送計画とする 
      （２）当日棄権の生徒については、当日配布される封筒に入っている届け出用紙
         に記入し監督会議で提出して下さい。 
             ※ 連絡先 卓球協会事務局 TEL(FAX) 098-932-9198 


