
更新

非加盟 加盟学生 加盟小 非加盟

学生
非加盟
小・中

中学生 一般

10 3 土 団体 12 9/12 土 24組 3,000 3,000 2,000 2,000 4,000

10 10 土 L4 団体 12 9/12 土 24組 1,000 1,000 800 - 1,500

11 7 土 Ｍ３Ｓ 20 9/7 月 9/21 月 10/17 土 42組 3,000 3,000 2,000 2,000 4,000

11 25 水 団体 12 9/25 金 10/9 金 11/4 水 48名 1,000 1,000 - - 1,500

12 12 土 ＭＰＭ 20 10/10 土 10/24 土 11/21 土 70組 2,000 2,000 1,700 1,700 3,000

12 26 土 個人 28 10/26 月 11/9 月 12/5 土 196名 1,000 1,000 800 600 1,500

1 14 木 団体 24 11/14 土 11/28 土 12/24 木 各24組 1,000 1,000 800 - 1,500

1 23 土
県内
限定

団体 16 11/23 月 12/7 月 12/26 土 30組 4,000 3,000 3,000

2 6 土 中止 団体

2 13 土 延期 個人

2 21 日
県内
限定

団体 16 1/21 木 - - 2/4 木 30組 4,000 3,000 3,000

3 7 日 延期 ＰＭ

3 13 土 団体 18 2/20 土 30組 4,000 4,000 3,000 3,000 5,500

3 21 日 団体 16 2/21 日 - - 3/7 日 30組 4,000 3,000 3,000

サオリーナ 〒514-0056　三重県津市北河路町19番地1 TEL　059-223-4655

安濃中央総合公園内体育館 〒514-2325　三重県津市安濃町田端上野818 TEL　059-268-0100

三重交通Ｇ ｽﾎﾟｰﾂの杜 鈴鹿 〒510-0261　三重県鈴鹿市御薗町1669 TEL　059-372-8850

四日市市総合体育館 〒510-0886　三重県四日市市日永東１丁目3-21 TEL　059-348-4100

四日市市中央第２体育館 〒510-0886　三重県四日市市日永東１丁目3-21 TEL　059-345-4111

申込み・問い合せ先 〒510-8036　三重県四日市市南垂坂町810-87　竹中みつ子　気付

新日本スポーツ連盟三重卓球協議会 FAX　059-333-0577 携帯　080-3626-6654

郵便振替口座　00820-8-153667　スポーツ連盟三重卓球協議会

スポーツ連盟三重卓球協議会　ＦＡＸ　059-333-0577

振替で 当分の間は無し。

定員を超えた場合

参加費
現金で

締切

第一次締切日（受
付開始日より約１４
日後）

定員を超えていない場合

定員になっているので、受付はできません。

加盟員（チーム）を優先して、締切日の翌日に抽選して抽
選にもれたチームには、５日目までに連絡します。キャンセ
ル待ちを申し出た場合キャンセル待ちとなります。

定員を超えていない場合

申込者（チーム）すべて確定します。

申込書にキャンセルと書き、大会日 大会名 参加者名（チーム名）を記入してＦＡＸで連絡下さい

最終締切日

変更

メンバー変更 申込書に変更内容を記入し、ＦＡＸ、またはメールで連絡下さい

キャンセル

メンバーの不足 メンバーが足りなくても、交流試合が出来ますので、棄権しないように参加して下さい

申込順に確定し、定員になり次第 締め切ります。

最終締切日前の場合

最終締切日後の場合　
参加費は大会当日までに支払う。支払いがない場合次回
参加は遠慮していただくことがあります。

参加費はいりません。

明らかなランクの差のないようにして下さい

大会当日支払う。

定員を超えた場合

要項の右側の申込書に記入して申し込む。参加費は当日支払う。
申込

ネット申込み

会場で

細目

ＦＡＸで 要項の右側の申込書に記入して、ＦＡＸする。参加費は当日支払う。

第2回三重県加盟員限定ミックス４シングルス団体戦
四日市市総合体育館

多目的室１

諸注意

四日市市総合体育館
多目的室１

諸注意（よくお読み願います）
備考

大会会場で終日受付けます。

Ｍａｉｌアドレス　：　poke-m2013@m6.cty-net.ne.jpＨＰより申込書をダウンロードし、メールにて申込み、参加費は当日支払う。

現金書留で 当分の間は無し。

項目

第1回三重県加盟員限定ミックス４シングルス団体戦
四日市市総合体育館

多目的室１

第10回東海オープン三重県卓球プログレスリーグ戦（男子・女子）

第11回東海オープン三重県卓球プログレスリーグ戦（男
子・女子）4/3に延期

第1回東海オープン三重県シングルス二人団体
（男子・女子）卓球大会 4/17に延期

第8回東海オープン三重県卓球団体リーグ戦（男子・女子）
四日市市中央
第２体育館

四日市市総合体
育館（西2/3）

2月6日

第2回 東海オープン三重県硬式＆ラージ シングルスお楽しみ団体戦
四日市市総合体
育館（東1/2）

第8回東海オープン三重県卓球団体リーグ戦（男子・女子）　中
止

第3回三重県加盟員限定ミックス４シングルス団体戦

大会約
２か月前

四日市市総合体
育館（東1/3）

第1回三重県シングルスお楽しみ団体戦（平日大会）
四日市市総合体育館

多目的室１

会　　　場

安濃中央総合公
園内体育館

第1回東海オープン三重県安濃ミックス３シングルス卓球大会 

第1回東海オープン三重県卓球３シングルス団体戦
　（男子・女子）

三重交通Ｇスポーツの
杜 鈴鹿体育館第1回東海オープン三重県ミックスペアＳマッチ卓球大会

第1回東海オープン 三重県ラージボール シングルスお楽しみ団体戦
四日市市中央
第２体育館

最終締切

受付開始日+
約14日

三重卓球協議会2020年度下半期（2020年10月～2021年3月）大会日程
　　Ｄ：ダブルス、　ＰＭ：ペアマッチ　Ｍ：ミックス

代 加盟
受付開始日

符号 形式 台数月 曜日 定員
大会約21日

前

大　　　　会　　　　名（目次を兼ねる）
一次締切


