
第76回徳島県中学校総合体育大会（卓球）

令和４年７月１７日(日)

とくぎんトモニアリーナ

2-1 2-17

1-1 1-7
3-1 3-9

2-2 2-18
4-1 4-5

2-3 2-19

3-2 3-10

2-4 2-20

5-1 5-3

2-5 2-21

1-2 1-8
3-3 3-11

2-6 2-22

4-2 4-6

2-7 2-23

3-4 3-12
1-3 1-9

2-8 2-24

6-1 6-2

2-9 2-25

1-4 1-10
3-5 3-13

2-10 2-26

4-3 4-7

2-11 2-27

3-6 3-14
1-5 1-11

2-12 2-28

5-2 5-4

2-13 2-29

3-7 3-15

2-14 2-30

4-4 4-8
2-15 2-31

3-8 3-16
1-6 1-12

2-16 2-32

(中 部) 76

男子シングルス Ａ

竹田 悠太(海陽) (南部A) 75

38 大野 高虎(鳴門一) (北部A) 粟谷 祐太(加茂名)

37 谷 矢真叶(加茂谷) (南部B)

73

36 谷口 琉偉(西祖谷) (西 部) 山脇 彪我(藍住東) (北部A) 74

(北部B) 72

35 岩崎   礼(山川) (北部B) 宮田 峻将(池田) (西 部)

麻   圭汰(南部) (中 部) 71

34 湯浅 佑智(附属) (中 部) 大家 巧誠(神山)

33 小山 椋太郎(北島) (北部A)

69

32 藤永 悠斗(脇町) (西 部) 中野 創太(阿南一) (南部B) 70

(北部A) 68

31 伊勢田 涼(海陽) (南部A) 吉本 詠人(鴨島東) (北部B)

坂崎 光翼(椿町) (南部B) 67

30 米津 翔太(城西) (中 部) 岡田 叶真(北島)

29 堅田 秀哉(藍住) (北部A)

65

28 岡久 晴琉(阿南一) (南部B) 川人 空良(三加茂) (西 部) 66

(中 部) 64

27 松村 琉星(川内) (中 部) 西上 裕二郎(鳴門) (北部A)

鈴江 晄太(藍住) (北部A) 63

26 髙岡 慧(加茂名) (中 部) 木村 元紀(富田)

25 松原 幸輝(三加茂) (西 部)

61

24 笠井 友斗(岩倉) (西 部) 秋月 秀太(南部) (中 部) 62

(西 部) 60

23 前田 健輔(那賀川) (南部B) 多田 志吹(鴨島東) (北部B)

小西 悠介(城西) (中 部) 59

22 杉山 蒼空(市川島) (北部B) 中平 旭(三加茂)

21 守本 明希央(大麻) (北部A)

57

20 田中 優介(津田) (中 部) 米積 勇人(瀬戸) (北部A) 58

(北部B) 56

19 篠原 虎吉(山城) (西 部) 岡田 寛二(北島) (北部A)

久米 祐司(城西) (中 部) 55

18 垣内 創樹(海陽) (南部A) 白川 幹大(土成)

17 青木 大輔(藍住東) (北部A)

53

16 鈴江 蒼空(土成) (北部B) 藤原 獅子道(三島) (西 部) 54

(北部B) 52

15 久米 輝星(国府) (中 部) 山田 煌大(津田) (中 部)

相原 翔太(国府) (中 部) 51

14 中   暖空(美馬) (西 部) 河野 将也(石井)

13 川田 航平(阿南一) (南部B)

49

12 坂東   晴(上板) (北部A) 吉野 晃樹(藍住) (北部A) 50

(西 部) 48

11 金岩 俊哉(高浦) (北部B) 田原 功大(小松島南) (南部B)

辻  汰月(藍住東) (北部A) 47

10 後藤 一樹(八万) (中 部) 野口 祥太(岩倉)

9 小松 卓真(那賀川) (南部B)

45

8 樫原 正太(川内) (中 部) 田中 利宗(宍喰) (南部A) 46

(中 部) 44

7 松平 大翔(鴨島東) (北部B) 阪野 日誠太(阿南一) (南部B)

桑原 光希(小松島南) (南部B) 43

6 廣瀬琥太郎(松茂) (北部A) 葛原 政幸(附属)

5 大谷 柊翔(三島) (西 部)

41

4 林   拓真(鳴門) (北部A) 板東 哲平(松茂) (北部A) 42

(北部B) 40

3 直江 春紀(北島) (北部A) 田木 悠翔(三島) (西 部)

鶴羽 慎之介(津田) (中 部) 39

2 山本 耕平(海陽) (南部A) 片岡 亮太(山川)

1 引地 亮斗(南部) (中 部)



第76回徳島県中学校総合体育大会（卓球）

令和４年７月１７日(日)

とくぎんトモニアリーナ

2-33 2-49

1-13 1-19
3-17 3-25

2-34 2-50
4-9 4-13

2-35 2-51

3-18 3-26

2-36 2-52

5-5 5-7

2-37 2-53

1-14 1-20
3-19 3-27

2-38 2-54

4-10 4-14

2-39 2-55

3-20 3-28
1-15 1-21

2-40 2-56

6-3 6-4

2-41 2-57

1-16 1-22
3-21 3-29

2-42 2-58

4-11 4-15

2-43 2-59

3-22 3-30
1-17 1-23

2-44 2-60

5-6 5-8

2-45 2-61

3-23 3-31

2-46 2-62

4-12 4-16
2-47 2-63

3-24 3-32
1-18 1-24

2-48 2-64

(中 部) 152

男子シングルス Ｂ

阿部 翔伍(阿南一) (南部B) 151

114 前田 海武(鳴門一) (北部A) 岡久 昊平(津田)

113 野賀田 遥(椿町) (南部B)

149

112 藤原 真大(附属) (中 部) 上田 悠稀(市場) (北部B) 150

(北部A) 148

111 山口 瑛冬(池田) (西 部) 油津 隼人(海陽) (南部A)

岩野 優基(八万) (中 部) 147

110 遠藤 翔音(石井) (北部B) 紀川 寛温(板野)

109 元木 大聖(北島) (北部A)

145

108 宇民 弘明(脇町) (西 部) 山下 奏空(池田) (西 部) 146

(北部A) 144

107 阿地 真大(海陽) (南部A) 大西 悠真(附属) (中 部)

福原 慧大(池田) (西 部) 143

106 六田 理孔(津田) (中 部) 多々野 怜(鳴門)

105 関本 瑞輝(北島) (北部A)

141

104 渡邉 陽生(石井) (北部B) 佐伯 和真(附属) (中 部) 142

(南部B) 140

103 林   蓮(那賀川) (南部B) 上野 優心(鴨島東) (北部B)

島   空翔(松茂) (北部A) 139

102 林   央翔(八万) (中 部) 藤本 桜太(阿南一)

101 田中 慎吾(三加茂) (西 部)

137

100 篠原 太蔵(三加茂) (西 部) 角谷 和政(国府) (中 部) 138

(北部B) 136

99 山本 翔真(藍住東) (北部A) 岡田 頼人(脇町) (西 部)

板東 颯大(海陽) (南部A) 135

98 大栗 悠生(北島) (北部A) 市川 大貴(吉野)

97 久次米 湊(吉野) (北部B)

133

96 宮本 颯太(城東) (中 部) 網屋 理人(藍住) (北部A) 134

(南部B) 132

95 小林 英斗(石井) (北部B) 米山 史桔(津田) (中 部)

土岐 翔太(鳴門一) (北部A) 131

94 光井 智彦(阿南) (南部B) 古田 稜征(小松島南)

93 古谷 航希(附属) (中 部)

129

92 峯   希望(城西) (中 部) 椙本 留唯(藍住) (北部A) 130

(北部B) 128

91 桝井 稜平(藍住東) (北部A) 原   光凜(脇町) (西 部)

齋藤 龍駕(城西) (中 部) 127

90 井元   蒼(津田) (中 部) 小谷 朋輝(高浦)

89 林 樹希(羽ノ浦) (南部B)

125

88 宮田 優伸(鴨島東) (北部B) 荒浜 新(那賀川) (南部B) 126

(北部A) 124

87 森本 來希(北島) (北部A) 美馬本 照(岩倉) (西 部)

青木 琉太(八万) (中 部) 123

86 河野 莉人(三加茂) (西 部) 福松 玄惟(藍住)

85 原田   潤(鳴門) (北部A)

121

84 齊藤 悠大(岩倉) (西 部) 谷口 暖音(宍喰) (南部A) 122

(北部B) 120

83 上田 凌太(川内) (中 部) 安田 壮吾(藍住東) (北部A)

西岡 大輝(那賀川) (南部B) 119

82 藤田 智成(椿町) (南部B) 中筋 巧真(高浦)

81 橋口 哲平(三加茂) (西 部)

117

80 戎谷 春希(宍喰) (南部A) 板東 大悟(吉野) (北部B) 118

(西 部) 116

79 芝田 周生(市場) (北部B) 近藤 哉琉(国府) (中 部)

笠井   洸(藍住東) (北部A) 115

78 小村 蒼空(藍住) (北部A) 湯浅 尚人(三島)

77 辻田 剛佳(津田) (中 部)



第76回徳島県中学校総合体育大会（卓球）

令和４年７月１７日(日)

とくぎんトモニアリーナ

2-1 2-17

1-1 3-9
3-1

2-18

2-2 4-5
4-1

2-19

2-3 3-10

3-2 2-20

2-4 5-3
5-1

2-21

2-5 3-11

3-3 2-22

2-6 4-6

4-2 2-23

2-7 3-12

3-4 2-24

2-8
6-1 6-2

2-25

2-9 3-13

3-5 2-26

2-10 4-7

4-3 2-27

2-11 3-14

3-6 2-28

2-12
5-4

5-2 2-29

2-13 3-15

3-7 2-30

2-14
4-8

4-4 2-31

2-15
3-16

3-8 1-2

2-16 2-32

松本 遙華(藍住東) (北部A) 66

女子シングルス Ａ

33 加島 由菜(北島) (北部A)

64

32 美馬本 花(岩倉) (西 部) 仁木 結愛(阿南一) (南部B) 65

(南部A) 63

31 宇城 茉央(南部) (中 部) 栗尾 薫子(附属) (中 部)

原田 柚月(美馬) (西 部) 62

30 小坂 絆愛(羽ノ浦) (南部B) 富田 渚紗(由岐)

29 大杉 和奏(鳴門二) (北部A)

60

28 土山 陽愛(国府) (中 部) 山西 桃華(脇町) (西 部) 61

(中 部) 59

27 谷藤 穂果(三加茂) (西 部) 中内 咲江(北島) (北部A)

鈴木 楓佳(石井) (北部B) 58

26 稲田 華愛(市川島) (北部B) 朝倉 沙凪(八万)

25 多田  桜(藍住東) (北部A)

56

24 川端 夕香(三加茂) (西 部) 櫻間 千晶(脇町) (西 部) 57

(北部B) 55

23 髙田 寿代(南部) (中 部) 吉永 美由紀(徳島) (中 部)

四宮 万愛(阿南) (南部B) 54

22 濵﨑 華妃(那賀川) (南部B) 西森 麻桜(石井)

21 金原 紗和香(阿波) (北部B)

52

20 仁木 陽央奈(附属) (中 部) 渋谷 里桜(那賀川) (南部B) 53

(北部A) 51

19 八木 紗那(瀬戸) (北部A) 佐々木 温子(鷲敷) (南部A)

安東 穂果(城東) (中 部) 50

18 伊丹 真央(宍喰) (南部A) 出口 愛佳(鳴門一)

17 美世 彩葉(富田) (中 部)

48

16 槇納 心花(藍住) (北部A) 北山 野々花(阿南) (南部B) 49

(北部A) 47

15 上西 玲羽(東祖谷) (西 部) 重本 こなつ(市川島) (北部B)

森吉 杏寿(応神) (中 部) 46

14 六車 栞月(那賀川) (南部B) 久岡 春菜(鳴門)

13 篠原 未穏(市川島) (北部B)

44

12 青山 穂花(美馬) (西 部) 椎野 美咲(津田) (中 部) 45

(西 部) 43

11 藤井 美空(川内) (中 部) 田中 莉菜(石井) (北部B)

富永 のどか(藍住) (北部A) 42

10 坂本 愛奈(鳴門) (北部A) 松浦 奈央(三加茂)

9 川原 七聖(三加茂) (西 部)

40

8 森本   杏(神山) (北部B) 古庫 里香(神山) (北部B) 41

(北部A) 39

7 勝浦 千尋(大麻) (北部A) 片山 心乃華(阿南) (南部B)

伊達 ひなた(城東) (中 部) 38

6 麓   結衣(徳島) (中 部) 矢部 緋菜(藍住)

5 庄野 麗桜(阿南) (南部B)

36

4 山口 くるみ(高浦) (北部B) 平山 心愛(三加茂) (西 部) 37

(南部A) 35

3 秦   実妃(応神) (中 部) 佐藤   優(応神) (中 部)

加島 彩夏(北島) (北部A) 34

2 仁井 恋子(木頭) (南部A) 尾崎 結菜(鷲敷)

1 丸添 美咲(藍住東) (北部A)



第76回徳島県中学校総合体育大会（卓球）

令和４年７月１７日(日)

とくぎんトモニアリーナ

2-33 2-49

1-3 3-25
3-17

2-50

2-34 4-13
4-9

2-51

2-35 3-26

3-18 2-52

2-36 5-7
5-5

2-53

2-37 3-27

3-19 2-54

2-38 4-14

4-10 2-55

2-39 3-28

3-20 2-56

2-40
6-3 6-4

2-57

2-41 3-29

3-21 2-58

2-42 4-15

4-11 2-59

2-43 3-30

3-22 2-60

2-44
5-8

5-6 2-61

2-45 3-31

3-23 2-62

2-46
4-16

4-12 2-63

2-47
3-32

3-24 1-4

2-48 2-64

藤野 夢姫(城東) (中 部) 132

女子シングルス  Ｂ

99 荒井 凜郁(北島) (北部A)

130

98 松原 絢音(美馬) (西 部) 福田 優奈(鳴門一) (北部A) 131

(西 部) 129

97 高田 実愛(高浦) (北部B) 古林 心春(阿波) (北部B)

渡部 愛梨(那賀川) (南部B) 128

96 樫原 菜月(川内) (中 部) 原田 みのり(木屋平)

95 島尾 藍里(阿南) (南部B)

126

94 植田 夏帆(鳴門一) (北部A) 大西 杏奈(市川島) (北部B) 127

(北部A) 125

93 山田 こはる(石井) (北部B) 中阿地 愛佳(国府) (中 部)

大泉 優羽(岩倉) (西 部) 124

92 西尾 亜美(城東) (中 部) 森     茜(上板)

91 山田 菜月(羽ノ浦) (南部B)

122

90 黒田 愛華(美馬) (西 部) 阿賀谷 梨里菜(神山) (北部B) 123

(北部A) 121

89 三好 佑実(川内) (中 部) 岩田 梨紗(八万) (中 部)

伊藤 友里花(那賀川) (南部B) 120

88 藤本 紗妃(鳴門二) (北部A) 宮本 音色(鳴門二)

87 藤川 美衣奈(石井) (北部B)

118

86 塩見 由和(海陽) (南部A) 嵐   紅羽(海陽) (南部A) 119

(中 部) 117

85 田幡 優衣(国府) (中 部) 金崎 百花(岩倉) (西 部)

三隅 凛花(藍住東) (北部A) 116

84 谷  唯衣(三加茂) (西 部) 馬留 愛子(富田)

83 佐野瑛里香(藍住東) (北部A)

114

82 谷 菜々香(加茂名) (中 部) 佐竹 美織(山川) (北部B) 115

(北部A) 113

81 西村 結月(三加茂) (西 部) 中   遥陽(津田) (中 部)

石川 里緒(三加茂) (西 部) 112

80 中口 梨緒(宍喰) (南部A) 沖津 里桜(鳴門二)

79 秦野 遥菜(阿南一) (南部B)

110

78 久次米 琴子(南部) (中 部) 中尾 綾華(富田) (中 部) 111

(南部A) 109

77 山下 楓夏(北島) (北部A) 桜井 捺美(北島) (北部A)

山本 優奈(阿南) (南部B) 108

76 中村 亜香(阿波) (北部B) 伊丹 絢香(宍喰)

75 土井 心海(藍住) (北部A)

106

74 河野 乃愛(鷲敷) (南部A) 上野   凛(八万) (中 部) 107

(北部A) 105

73 濱口 夏帆(国府) (中 部) 中尾 琴美(市川島) (北部B)

木村 姫華(那賀川) (南部B) 104

72 安田 乙葉(三加茂) (西 部) 和田 夏実(鳴門)

71 笠原 ひなた(那賀川) (南部B)

102

70 藤岡 瑠奈(脇町) (西 部) 髙橋 杏春(三加茂) (西 部) 103

(中 部) 101

69 矢藤 凪海(市川島) (北部B) 元石 杏奈(鷲敷) (南部A)

宮倉 美優(藍住) (北部A) 100

68 梶本 紗良(大麻) (北部A) 栗林 さくら(国府)

67 山田 操季(南部) (中 部)



第76回徳島県中学校総合体育大会 卓球競技の部 留意事項

新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン（徳島県中学校体育連盟作成）に沿って，本

大会を実施いたします。また，競技の特性に応じた対応について，以下に示しますので，必ずご

覧いただき，大会運営についてご理解とご協力をお願いいたします。

１．大会参加へ向けた準備

上記手順図をご確認の上，各書類（同意書等）の準備をお願いします。

大会当日は，「学校同行者体調記録表」を受付にて提出してください。

大会役員や各校管理職(巡回)の方は，｢来場者体調記録表｣を受付にて提出してください。

各学校の顧問の先生は，アドバイザーの方に「来場者体調記録表」を大会当日受付に提出し

ていただくように説明しておいてください。

選手・引率者の体調記録表は，最終的に顧問が保管してください。

行動履歴書は，各自で保管しておくよう指示をしてください。

ただし，大会期間中に罹患者が発生した場合は，提出を要求することがあるので，

大会終了後2週間保管（大会参加同意書・体調記録表・行動履歴書）した後，適切に廃棄を

お願いします。

なお，大会会場内外では，各自が持参したマスクを着用し，競技中以外は必ず口と鼻を覆う

ように正しく着用するよう，あらためて事前指導をよろしくお願いします。

団体･個人両方に参加しても１人1000円(運営協力費500円，空調費500円)をご準備ください。

２．大会運営にあたって

（１）体育館入場について

①参加者に対して卓球台が限られているため，密集状態を避けられないので，朝の練習は

行いません。7月16日(土)団体戦は，８時３０分受付予定ですが，第一試合の開始時間は

９時２０分です。９時までに受付できるように入場していれば問題ありません。

入り口付近に密集しないよう，各チームごとの集合場所や時間を工夫してください。

②本大会は無観客で行います。保護者の方の入館はできません。入館は，各チームの選手

（申し込みに書かれている者）と引率者(教員)，アドバイザー（申し込みに書かれてい

る者），団体戦登録メンバー外の3年生(16日(土）限定）,写真撮影業者,学校管理職（校

長･教頭）のみです。

※入館時，引率者・アドバイザーは役職者章・アドバイザー証・引率者(教員)とわかる

ものを，首から下げておいてください。各学校の教員の名札でも可。

③出入口には，上記の方以外の入場を禁止する張り紙をしますが，関係者以外の人が入場

している場合には本部席までご連絡お願いします。

④引率者（教員）は，各自の検温を確認し，｢体調記録表｣を保管するようにしてください。

また，提出場所（玄関受付)に，「学校同行者体調記録表」のみ提出してください。

大会役員や各校管理職(巡回)の方は，「来場者体調記録表」を受付に提出してください。

写真撮影業者は，｢来場者体調記録表｣を受付に提出してください。

※入館する人は，上記のものを提出する必要があります。(遅れてこられるアドバイザー

の方の分(来場者体調記録表)は，受付で提出をお願いします。）

※提出がなければ会場には入場できません。

※当日，体温計・用紙は本部席に準備していますが，数に限りがあるうえ，混雑があっ

ては困るので，各チームでも予備を準備しておいてください。必ず会場に入る前に検

温を済ませておいてください。

⑤入場時には，全員アルコールによる手指消毒をしてください。各校でアルコール消毒も

準備してください。

⑥入場時も密にならないように前の人と距離をとって入場するように，事前指導をよろし

くお願いします。

⑦ブロックごとに座る位置を指定します。組み合わせと一緒にホームページ(県卓球協会)

にアップロードしますので，必ず確認しておいてください。

※指定された観客席以外へ応援･撮影等で移動するのは禁止したいと思います。ご理解と

ご協力をお願いいたします。

⑧席が一つ飛ばしになるように自席の隣に荷物を置き，着席してください。

（２）準備について

開館後，会場準備の補助員生徒が卓球台等の準備を行います。

（３）練習について

参加人数に対して，卓球台が少ない(密集状態での練習となる)ので，朝の練習は行いま

せん。各自十分に準備体操をして，試合に入るようにご指導よろしくお願いします。

（４）試合について

＜７月１６日（土）：団体戦＞

優勝旗返還・競技上の注意等を行います。第一試合がすぐ始まる学校はフロアで整列をし，

それ以外の学校は，２階観客席で聞くようにしてください。

Ⅰ：組合せ表，オーダー用紙

①組合せ表を選手に渡していただいて，チーム番号，対戦チーム，コート番号を確認

しておいてください。

②１回戦から試合があるのか，２回戦から試合があるのかを確認してください。

③オーダー用紙は，切り離さずに自分のチームを右側に書いておいて，試合コートで

交換してください。



Ⅱ：コールを受けてからの流れ

①放送があったら，できるだけ早くコートに入って対戦チームを確認してください。

②対戦チームとあいさつをし，オーダーの交換をしてください。交換の後，自分のチ

ームを左側に書いて，記録用紙としてください。

③試合は，そのチームが初めての場合はラスト(５番)まで行い，それ以外はすべて

３点先取とします。相互審判とします。

④勝ったチームのキャプテンは，試合結果を本部席まで持ってきてください。

⑤次の試合のオーダー用紙をもらって，対戦チームが決まり次第，オーダー用紙を書

いておいてください。

＜７月１７日（日）：個人戦＞受付が終わり次第，競技上の注意を連絡します。

２階観客席で聞いてください。

①試合のコール場所は，ｻﾌﾞｱﾘｰﾅを予定しています。選手集合後，距離をとって座ら

せてコールします。

②試合が終わったら，勝者が試合結果を本部席まで持ってきてください。

③敗者審判となりますので，審判が終わってから観客席へ戻ってください。

Ⅲ：試合（団体・個人）全般について

①アリーナに入るときは必ず各校が準備したアルコールで手指消毒をしてください。

②試合のコールは放送で行います。放送はメインアリーナ内でしか聞こえませんの

で，コールに注意してください。

③試合をする人は，自分のカバン等を卓球台の下に置き，タオルや水筒・ペットボト

ル等，自分の持ち物をそのカバンに入れておいてください。(試合中のタオルの使

用はそこから取るようにする)タオルを卓球台の下に掛けることを禁止します。

④試合をする人も審判をする人もできるだけ卓球台に触れないようにしてください。

⑤ラケット交換は行わず，お互いにラケットを見せ合う，もしくはラバーの種類を申

告しあうようにしてください。

⑥各コートに，アルコール消毒・ペーパータオル・ゴミ袋を準備しておくので，汗な

どを取るために台をふいたり，適宜使用してください。

⑦試合後の握手は禁止とします。

⑧筆記用具は必ず各自で用意し，勝ったチーム（勝者）は，オーダー用紙（記録用紙）

に点数まで正確に記録して，本部席に提出してください。

⑨ピン球は，抗菌ボールを使用するため，試合ごとの交換は行いません。

⑩審判をする時は，必ずアルコールによる手指消毒をしてからカウンターに触ってく

ださい。審判が終わった後も同様に手指消毒をしてください。

⑪試合後，アリーナを出てからも，アルコールによる手指消毒をしてください。

（５）観客席での過ごし方について

①声を出したり，指定の席を離れての観戦はしないようにしてください。

拍手のみで応援するようにしてください。

②必ず人と人との間隔を空ける行動をするようにしてください。

③トイレを済ませた後は３０秒以上の手洗いをし，各自が持参したタオルやハンカチなど

で拭いた後，アルコール手指消毒をするようにご指導ください。

④観客席での感染予防対策については，各学校での管理をくれぐれもお願いします。

⑤昼食時については，前後で手洗い，消毒の徹底をお願いします。

⑥食事は飛沫を飛ばさないように向かい合わないように注意し，静かに昼食を食べる等の

徹底をお願いします。

（６）その他

①途中で生徒が体調不良や発熱等の症状を訴えてきたときには，決して無理をさせないよ

うにしてください。体調不良者が出てきた場合の対応については，各学校で事前にご準

備をしていただくとともに，すみやかに本部席まで連絡をいただけますよう，よろしく

お願いします。

②負けたチームは可能な限り，速やかに帰ってもらえるようにお願いします。

ただし，１７日（日）の個人戦では，順位決定戦に残った選手は，各校より審判員を

出し合う相互審判で実施しますので，数名の生徒は残しておいて下さい。

※県卓球協会審判部が決勝リーグ戦（団体），順位決定戦(個人）に入ります。

③引率もできるだけ少ない人数でお願いします。

④マスクや昼食等のゴミは必ず持ち帰り，残さないようにしてください。

ー徳島県中学校総合体育大会申し合わせ事項ー

(１)大会の開催決定について
①大会期間中に県下に県教育委員会から部活動における公式試合の禁止が発出された場合
は，該当する競技の開催を中止とする。

②大会当日であっても，次の場合は，各競技で，県中体連会長，県体育学校安全課課長の
二者で開催の可否を協議する。
○競技特性による大会開催に問題のある場合。
○県内で新型コロナウィルスの感染防止対策で緊急事態宣言，まん延防止等重点措置，
特定警戒（徳島アラートⅣ），等が発せられている場合。

(２)参加について
①選手登録後（団体）に，新型コロナウィルス感染検査陽性者または，濃厚接触者となっ
た選手に対しては，登録外部員の選手変更を認める。

②学校において生徒・職員のPCR検査で陽性が判明した場合（参加できない期間等は，保
健所・医療機関の指示によるものとする）
Ⅰ．学校休校の場合（当該競技が実施される日程に係る場合に限る）

○当該校の選手は，大会に参加できない。
Ⅱ．検査陽性者は，大会への出場はできない。

○濃厚接触者となり，保健所・医療機関の指示による健康観察期間中である選手は大
会へ出場できない。

(３)観客について
①各競技部の判断で制限を設ける。卓球は無観客で実施。

ただし，メンバー登録外の３年生の部員の入場は認める。（団体戦(7月16日(土)のみ適用）
応援は，決められた場所で行い拍手のみとする。
※登録メンバーではない３年生が応援にくる場合も，「学校同行者体調記録表」に記載

し，参加同意書・体調記録表・行動履歴書の管理をすること。
(４)試合について

①チーム（選手）が，発熱や体調不良，また（２）の②の状況などで参加できない場合は，
棄権扱いとし，対戦チーム（選手）は，不戦勝とする。

②ブロック代表チーム（選手）が大会開催期間に，（４）の①の状況が起こり，代表チー
ムが棄権になった場合は，代替チーム(選手)の補充は行わない。

(５)その他
会場入り口に受付を設置し，学校管理職・報道等の大会巡回に関しては，氏名，所属，
連絡先，会場入場時刻の記録と検温を義務づける。

写真・ビデオ撮影について

①２階観客席からの撮影は，指定された観客席での撮影を許可します。（フラッシュ撮影は不可）

②卒業アルバム等で撮影許可を得ている写真撮影業者が，競技フロアで自校の生徒を撮影す

る場合は，対戦相手ベンチからの撮影を禁止します。

③自分の試合記録のためのビデオ撮影は，タブレットやビデオカメラを使い，三脚を用いた

定点撮影のみ認めます。スマートフォンを使った撮影は禁止します。

④撮影した映像，写真については，チームおよび個人視聴の目的以外の，ブログ，ホームペ

ージ，SNS等への投稿，配信は，個人情報保護法に違反するので禁止します。



 

中部(徳島･名東) 

南部 B(小松島・阿南) 

北部 A 

（鳴門・板野） 

南部 A 

（勝浦・那賀・海部） 
西部（美馬・三好） 

北部 B（吉野川・阿波・名西） 

応援席の割り振り 


