
　団体戦組み合わせ男 子 勝ち･･･2　負け・・・1　棄権・・・0

女 子 勝ち･･･2　負け・・・1　棄権・・・0

　＊ ６名以下の団体戦の対戦について１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５●●Ｗ●● ６名 ●●Ｗ●● ×●Ｗ●● ×●Ｗ●● ××Ｗ●●×●Ｗ●● ４名 ××Ｗ●● ●×Ｗ●● ●×Ｗ×● ××Ｗ●●＊ ５名チームの勝ちスコア・・・3-1 または 3-2＊ ４名チームの勝ちスコア・・・3-2 （Ｗ・４・５すべて勝たないといけないとする）＊ 団体戦リーグで勝ち点が並んだとき　２チーム・・・直接対決の結果優先　　３チーム・・・セット率（得÷失）を優先する　* 当日の日程（6/3 土） 　* 当日の日程（6/4 日）　 　 ・13:00　閉会式（司会：　　　　　　　　　　　　）・13:30　片付け　　　　　　　成績発表・表彰（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　大会講評（専門部長　名城 潤）

準優勝男子結果優 勝３ 位

３ 位優 勝Ａ２ 準優勝Ａ１ 女子結果Ｂ２伊平屋 東 江大 宮 今帰仁 順位名 護 本 部 本部 今帰仁 東江 勝ち点Ｂブロック名護 大宮 伊平屋 勝ち点 順位ＡブロックＢ１
Ａ１ 今帰仁伊平屋 金 武名 護 本 部大 宮Ａブロック Ｂブロック大宮 名護 伊平屋 勝ち点 順位

Ｂ１

第44回 国頭地区中学校卓球競技大会　H29．6/3・4  会場：本部中学校

Ｂ２Ａ２
本部 金武 今帰仁 勝ち点 順位

６名 1-1 スタート1-0　スタート５名 ４名５名５名 ５名 ４名４名
・　7:30　体育館開館（練習は8：40まで）・　8:40　監督会議 ・　7:30　体育館開館（練習は8：45まで）・　8:40　監督会議

ただしスコアは 3-22-0 スタート 1-1 スタート ２勝したほうが勝ち
・　9:00　シングルス（２回戦～決勝）

　　　　　　　選手宣誓（本部中学校 男女キャプテン）　　　　　　　注意事項（専門部長　名城 潤）・　9:30 (団体yosennri-gu 
・　9:00　開会式（司会：　　　　　　　　　　）・　8:50　身なり確認　　　　　　　会長代行あいさつ（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　優勝旗返還（男子：名護　女子：名護）

1406KT017PC
四角形



第44回 国頭地区中学校卓球競技大会（H29 卓球）第44回 国頭地区中学校卓球競技大会（H29 卓球）第44回 国頭地区中学校卓球競技大会（H29 卓球）第44回 国頭地区中学校卓球競技大会（H29 卓球）29/6/3・4（土日） 29/6/3・4（土日） 29/6/3・4（土日） 29/6/3・4（土日） 本部中学校本部中学校本部中学校本部中学校男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス 2-1 2-91-1 1-83-1 3-52-2 1-94-1 2-102-3 4-31-2 2-113-2 1-101-3 3-62-4 1-115-1 5-2 2-126-12-51-4 2-133-3 1-121-5 3-72-6 1-134-2 2-142-7 4-41-6 2-153-4 3-81-7 1-142-8 2-16女子シングルス女子シングルス女子シングルス女子シングルス 2-1 2-91-1 1-103-1 3-51-2 1-112-2 2-101-3 1-124-1 4-32-3 2-111-4 1-133-2 3-61-5 1-142-4 2-125-1 5-26-12-5 2-131-6 1-153-3 3-71-7 1-162-6 2-144-2 4-42-7 1-171-8 2-153-4 1-181-9 3-82-8 1-192-16 金城 早美③ (名 護) 51上地 理愛② (本 部) 5025 井上 采律③ (名 護) 伊礼 萌々① (伊平屋) 4924 湧川 海色① (水 納) 久高ひかる② (名 護) 4823 伊礼 萌夏② (伊平屋)

松田由瑞希③ (本 部)(本 部) 27

(大 宮) 47

46(名 護) 261 友寄 未希③ (名 護) 宮里愛乃香③23 久場川七瀬③ (本 部) 44濱元 大輔③ (大 宮) 45仲間 怜央③ (金 武) 42金城 聖琉② (今帰仁) 43富原 椋香② (名 護) 40宮城 駿③ (大 宮) 41野村 瀬吾③ (本 部) 38竹内 史琉① (名 護) 39名城 凛① (大 宮) 36末吉 颯太② (伊平屋) 37島本 幸大③ (金 武) 34島袋 龍生② (今帰仁) 35石川 孔清① (伊平屋) 32内間 巧武③ (大 宮) 33具志堅大愛③ (金 武) 30具志堅優騎① (本 部) 31久高 政希② (名 護) 28金城 拓斗③ (大 宮) 29又吉 海輝① (今帰仁) 26玉城 大② (名 護) 27高浜 仁① (大 宮) 24山城 心③ (金 武) 25當山 歩③ (本 部)

(本 部) 上里 康葉③2 上里 天音③ (東 江) 上間 心由② (東 江) 284 伊礼 千咲① (伊平屋) 東江 香奈② (伊平屋) 293 阿波根可歩②5 新里 真未③ (本 部) 島袋ここね①6 仲村 七果① (大 宮) 金城 仁美①(今帰仁) 上間 まき③ (大 宮) 30(本 部) 31(今帰仁) 328 仲田 結愛③ (本 部) 照屋 愛③ (本 部) 337 嶺井 琴絵②9 新城 柚希② (名 護) 近藤 雅②10 上里 百香③ (東 江) 大城ひなね②(今帰仁) 玉城いちか① (今帰仁) 34(名 護) 35(大 宮) 3612 島袋 由菜① (大 宮) 安次富帆乃佳② (東 江) 3711 真栄田星花海③13 井上 心佑③ (名 護) 石川 春花③14 比嘉 星怜③ (大 宮) 前原 加奈③(本 部) 尾淵 由依③ (名 護) 38(今帰仁) 39(東 江) 4016 西江 七海① (伊平屋) 伊差川 栞① (伊平屋) 4115 古堅 愛美②17 久高 奈々③ (本 部) 玉城 有菜③18 愛甲 汐音③ (東 江) 佐和田杏樹①(名 護) 堰口 理子② (本 部) 42(大 宮) 43(名 護) 4420 久田萌々香② (今帰仁) 小野 那瑚③ (本 部) 4519 宮城 萌③

1 西平 椋③ (名 護)(本 部)3 祖慶 悠也③ (金 武)2 玉城 俊①4 比嘉 統和③ (大 宮)5 西江 喜也③ (伊平屋)6 安里 琉斗③ (大 宮)7 安富祖周梧① (金 武)8 長浜 境② (名 護)宮城 歩夢③ (大 宮)10 岡田 敏② (名 護)1291113 金城 夏輝② (本 部)与那嶺光輝② (今帰仁)政木 貴文② (大 宮)15 仲田 文哉③ (金 武)14 仲地 星空① (伊平屋)16 神田 拓飛① (今帰仁)17 島袋 隼生② (名 護)18 崎原 彪我③ (大 宮)19 山内 元貴② (名 護)21 大城 仁寿① (大 宮)20 玉寄 陽空③ (金 武)22 我那覇隆真② (今帰仁)

真栄田海月② (今帰仁) 4622 知念 凪③ (本 部)21 嘉手刈汐夏② (名 護) 仲村 莉奈①
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四角形

1406KT017PC
四角形

1406KT017PC
四角形

1406KT017PC
四角形

1406KT017PC
四角形

1406KT017PC
四角形



審 判 審 判１ 9:30 女子① 名護 ー 伊平屋 女子 大宮 女子① 本部 ー 東江 女子 今帰仁２ 10:00 男子① 大宮 ー 伊平屋 男子 名護 男子① 本部 ー 今帰仁 男子 金武３ 10:30 女子② 大宮 ー 伊平屋 女子 名護 女子② 今帰仁 ー 東江 女子 本部４ 11:00 男子② 名護 ー 伊平屋 男子 大宮 男子② 金武 ー 今帰仁 男子 本部５ 11:30 女子③ 名護 ー 大宮 女子 Ａ３ 女子③ 本部 ー 今帰仁 女子 東江６ 12:00 男子③ 大宮 ー 名護 男子 Ａ３ 男子③ 本部 ー 金武 男子 今帰仁７ 12:30８ 13:30 女子 準決勝（Ａ１位－Ｂ２位） 女子 準決勝（Ａ２位－Ｂ１位）９ 14:00 男子 準決勝（Ａ１位－Ｂ２位） 男子 準決勝（Ａ２位－Ｂ１位）１０ 14:30 女子 決勝 女子3位１１ 15:15 男子 決勝 男子3位16:00
１ 9:00２ 45３ 10:30４ 11:20５ 50６ 12:2013:0013:30

準 決 勝　（男女）
片　付　け

タイムテーブル　 第４４回 地区夏季卓球大会6/3（土）　団体戦は３０分で計算しています。　進行によって早くなることもあります。１ ～ ５ コート ６ ～ １０ コート対　戦 対　戦

女 子   2 回 戦 　 2-1  ～  2-16 ☆ 試合時間は 20～25分 が目安です。進行状況によって変更があります。☆ 審判は各自で行います。（シングルスは敗者審判）☆ 昼食時間は特に設定していません。各自で昼食を食べてください。☆ 個人戦のベンチコーチは、監督・登録コーチ・同校の生徒・職員から１人です。　　　　　　　（２Ｆからのアドバイスやフラッシュ撮影は遠慮してください）☆ ゴミは各自で持ち帰るようご協力よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校内は禁煙です！）
男 子   2 回 戦　  2-1  ～  2-16３ 回 戦　  3-1  ～  3-8　（女子→男子）準 々 決 勝　（男女）

片 づ け6/4（日） 会場の皆様へ

片づけ割当て 　卓球台（男子・・・名護・大宮・金武・伊平屋） ２Ｆほうき・玄関・階段（女子・・・名護）　トイレ・道具片付け・ゴミ拾い（本部 男女） ビニール・フロアモップ（女子・・・今帰仁）　体育館周辺（男子・・・名護・大宮・今帰仁） シート・テーブル・いす（女子・・・東江・大宮・伊平屋）

シングルス（ 女子１回戦 1-1～1-19 ⇒ 男子１回戦 1-1～1-14 ） 

決 勝　（男女） 会場見取図
試合の進行状況によって時間・順番の変更があります閉　会　式 本部席

トイレ１２３４５ ６７８９１０ 入 口



地区中体連 卓球競技を訪れる皆さんへ   国頭地区中体連国頭地区中体連国頭地区中体連国頭地区中体連    卓球専門部卓球専門部卓球専門部卓球専門部 
大会を安全かつスムーズに運営できるようにご協力をお願いします。大会を安全かつスムーズに運営できるようにご協力をお願いします。大会を安全かつスムーズに運営できるようにご協力をお願いします。大会を安全かつスムーズに運営できるようにご協力をお願いします。    

 １ シューズ・スリッパの準備をお願いします 

    応援席は２階ギャラリーです。 

玄関内から外階段で２階に上がることになります。（雨天時には足元が濡れます） 

    シューズ・スリッパ・履物入れ（ビニール袋）の準備をお願いします。 

 

 ２ ゴミの持ち帰り 

    ゴミについては各自で持ち帰って下さい。 

    会場内のゴミ箱や会場周辺に捨てないで下さい。 

    学校敷地内は全面禁煙です。 

 

 ３ フラッシュ撮影の禁止 

    カメラのフラッシュ撮影は試合の展開に直接影響します。 

    撮影時にはフラッシュを OFF にして下さい。 

 

 ４ 会場内で少しでも快適に過ごすために 

    競技の性質上、体育館内に暗幕を貼り、ドアや窓は開閉禁止となっています。 

    そのため非常に蒸し暑くなります。 

    タオル・うちわを準備した方がいいと思います。 

    折りたたみのイス(釣り用など)があるといいかもしれません。  
 ５ 駐車場について 

    学校周辺の道路は駐車禁止です。 

事故にもつながりますので路上駐車はご遠慮願います。 

    一般駐車場を体育館裏に準備しています。 

    中学校の職員駐車場は役員・引率・来賓用です。一般の方の駐車はご遠慮願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラッシュ OFF！ 

体育館 
本部小学校本部小学校本部小学校本部小学校    プール 体育館  

役員・引率・来賓 駐車場 一般駐車場②  一般駐車場① 
校門前校門前校門前校門前    駐車禁止！駐車禁止！駐車禁止！駐車禁止！    （（（（    学校車・緊急車両学校車・緊急車両学校車・緊急車両学校車・緊急車両のののの出入口出入口出入口出入口    ））））    
＊＊＊＊    学校周辺道路は駐車禁止です。学校周辺道路は駐車禁止です。学校周辺道路は駐車禁止です。学校周辺道路は駐車禁止です。（安全面への配慮）（安全面への配慮）（安全面への配慮）（安全面への配慮）    

＊入口が狭いので注意して下さい 

本部中学校本部中学校本部中学校本部中学校    

約８０ｍ約８０ｍ約８０ｍ約８０ｍ    


