
全旭川卓球選手権大会〔ホープス・カブ・バンビの部〕 ★ホープス＝平成22年4月2日以降出生者、カブ＝平成24年4月2日以降の出生者　　◎旭川支部の代表数　ホープス…１６人　カブ、バンビ…無制限

　　兼　全道大会旭川地区予選会  バンビ＝平成26年4月2日以降の出生者の男・女単 〇男子、女子単 ◆予選リーグ・決勝トーナメント方式。 ※生年月日を必ず記入して下さい

全旭川春季ラージボール卓球大会 〇ラージボール　～　単…男、女混成により各部５名程度のリーグ戦を行う　１部～５部（参加人数による）　複…男、女別

〇男子、女子団体戦。（一学校から男女各2チームの出場可。 ※部員が少なくチーム編成ができない学校間での混成チーム出場可）

4月12日（火）～ ◆4単1複（3番が複　1．2番で、複は組めない）で、予選リーグ・決勝トーナメント方式。★1チームの登録選手数は4～6人

 第46回ニッタク杯争奪卓球大会 〇男子、女子複。（他学校選手とのペアでの出場可）

〇男子、女子単。

ラ　対象はシングルス ◆トーナメント方式。（参加数によっては変更あり）

《国体予選》 〇成年の部　男子、女子単（平成15年4月1日以前の出生者） ◎成年の部旭川支部代表数…16名
第77回　国民体育大会卓球競技旭川地区予選会 〇少年の部　男子、女子単（平成15年4月2日～平成19年4月1日までの出生者） ◎少年の部支部代表数…１２名

（少年の部に中学３年生の出場可）◆トーナメント方式。（参加数により変更あり） ※生年月日を必ず記入して下さい

加盟団体春季卓球対抗戦 〇一般の部（社会人、大学生、高校生、少年団）団体戦　◆4単1複（3番が複　1．2番で、複は組めない）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手数は、4～6名。 ◆第1部～26部制リーグ方式。（参加チーム数により、部数の増減及び試合形式の変更有り）

加盟団体春季卓球対抗戦 〇団体戦　　◆4単1複。（中体連方式）　予選リーグ・決勝トーナメント方式。（参加数により試合形式の変更有り）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手数は6名～8名。一学校から3チームまで出場可。　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

〇一般男子、女子単　　◆トーナメント方式（参加数により変更あり）

第50回VICTAS杯争奪卓球大会 ◎一般は男、女とも大学生、高校生を含む ◎大会使用球…VICTAS
 《持ち回り優勝杯》

加盟団体春季卓球対抗戦 〇団体戦　　◆4単1複。（中体連方式）　予選リーグ・決勝トーナメント方式。（参加数により試合形式の変更有り）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手数は6名～8名。一学校から3チームまで出場可。　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

第19回　スポーツショップナガオ杯争奪卓球大会
《持ち回り優勝杯》

全旭川社会人卓球選手権大会　兼 《社会人大会》　〇男子、女子単　〇男子、女子複　◆トーナメント方式（参加数により変更あり）　　支部代表数…単１６名、複各８組

全道大会旭川地区予選会 年代別男子、女子単（男女とも、30代、40代、50代、60～64代、65～69代、70～74代、75～79代、80才以上の計16種目）

全旭川卓球選手権大会〔マスターズの部〕　兼 ◆トーナメント方式（参加数により変更あり）★単はマスターズの該当年代若しくは該当年代以下の2種目まで出場可。使用ラバーに制限なし

　全道大会旭川地区予選会 ラ 対象はシングルス 年齢算出の基準は「2022年4月2日～2023年4月1日」までに該当満年齢に達すること。　 ◎生年月日を必ず記入して下さい

〇団体戦　◆4単1複（中体連方式）　予選リーグ・決勝トーナメント方式　（参加数により変更することもある。）

★一学校から1チームのみの出場可。チーム登録選手は6～10名

〇団体戦　◆4単1複（中体連方式）　予選リーグ・決勝トーナメント方式　（参加数により変更することもある。）

★一学校から1チームのみの出場可。チーム登録選手は6～10名

第52会長杯争奪卓球大会　兼 〇男子単　　◆トーナメント方式
第50回VICTAS杯争奪卓球大会 　 ★小学生の出場可。
第52会長杯争奪卓球大会　兼 〇女子単　　◆トーナメント方式
第50回VICTAS杯争奪卓球大会 　 ★小学生の出場可。

〇中1（13才以下）男子単　★平成21年4月2日以降の出生者　小学生も出場可。◆トーナメント方式

北海道卓球選手権大会 　　　　　 6月28日（火）～ 〇中2（14才以下）男子単　★平成20年4月2日以降の出生者 ◎旭川支部の代表数…シングルス男女各14名

旭川地区予選会 〇中1（13才以下）女子単　★平成21年4月2日以降の出生者　小学生も出場可。◆トーナメント方式 ◎申込書は学年別に記入してください

〈カデットの部〉 〇中2（14才以下）女子単　★平成20年4月2日以降の出生者 ◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

6月28日（火）～ 〇カデット(平成20年4月2日以降の出生者)中学1・2年生の男子、女子複。小学生も出場可。 ◆トーナメント方式 ◎申込書は男女別に記入してください

◎シングルス・ダブルス共通事項　　　★全道大会不出場の選手は予選会に参加できません。　　　　◎旭川支部の代表数… ダブルス男女各6組

★前年度ランキング保持者は優遇措置で全道大会参加可（予選会に参加できません） ◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

◎本年は51回　記念大会になります。　　◎全道大会旭川支部代表数に制限はありません。
全旭川プリンセス卓球大会 兼 ◆３ダブルス団体戦　★チーム登録選手数は4人～7人とする　（4人例：1＝ＡＢ　2＝ＣＤ　3＝1.2番組み換え）

全道大会旭川地区予選会 ◎個人の部は、希望者全員全道大会に出場できますので、予選会は行いません。

〔団体戦〕　　《持ち回り優勝杯》 〇ビギナー（年齢による制限なし。但し、高校以上の学校在学中、卓球部に在籍した者と過去１部で３位以内入賞者及び道卓主催・

共催各種全道大会出場経験者は出場不可）　〇サーティ以下　〇フォーティ　〇フィフティ　〇シックスティ　〇セブンティ以上

★ジュニア＝平成17年4月2日以降に出生者 〇男子、女子単 中学生以下の出場可 ◆トーナメント方式(参加数により変更あり) ◎支旭川部代表数は２４人

◎全道大会不出場選手は予選会に参加できません。 ◎生年月日を必ず記入して下さい

◎前年度のランキング保持者、全道中体連ベスト8入賞者は優遇措置で全道大会参加可、予選会は参加できません。

〇一般男子、女子単　高校生、中学生、小学生の出場可　◆トーナメント方式（参加数により変更あり）　◎旭川支部代表数は２４人

◎全道大会不出場選手は予選会に参加できません。 ◎生年月日を必ず記入して下さい

◎前年度のランキング保持者、全道高体連ベスト8入賞者は優遇措置で全道大会参加可、予選会は参加できません。

〇一般男子複、女子複　〇混合複　◆トーナメント方式（参加数により変更あり）　◎旭川支部代表数は６組
高校生、中学生、小学生の出場可。又、複は他の登録団体会員との組合せが可能です。
◎全道大会不出場選手は予選会に参加できません。 ◎生年月日を必ず記入して下さい

北　高校17
北海道卓球選手権大会

旭川地区予選会
〔ダブルスの部〕　

9月11日（日）
9：00～21：00

鷹栖体育館
開館→午前８時

8月23日（火）～
8 月29日（月）

7月26日（火）～
8月1日（月）

南　高校

16
北海道卓球選手権大会

旭川地区予選会
〔一般シングルスの部〕

8月28日（日）
9：00～17：00

鷹栖体育館
開館→午前８時

8月9日（火）～
8月15日（月）

実業高校

9：00～17：00 7月18日（月）
開館→午前８時 《参加種目》

15
北海道卓球選手権大会

旭川地区予選会
〔ジュニアシングルスの部〕　

8月13日（土）
9：00～17：00

鷹栖体育館
開館→午前８時

〔ダブルスの部〕
7月27日（水）

10：00～17：00
総合体育館

開館→午前９時

当麻・旭川
中学校

　　7月4日（月）

14
7月31日（日） 7月12日（火）～

選手全員
大成体育館

13

〔男子シングルスの部〕
7月25日（月）
9：00～17：00 総合体育館

明星・春光台
中学校

〔女子シングルスの部〕
7月26日（火）
9：00～17：00

開館→午前８時 　　7月4日（月）
永山南・東神
楽　　中学校

5月24日（火）～ 神居･六合･
北門･神居東

◎大会使用球…VICTAS　　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
8：50～17：00 開館→午前８時 5月30日（月）

東川･比布･神
居中学校

◎大会使用球…VICTAS　　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
8：50～17：00 開館→午前８時 5月23日（月）

12
ラ

〔中学女子の部〕
6月18日（土） 総合体育館

11
ラ

〔中学男子の部〕
6月11日（土） 総合体育館 5月17日（火）～

春光台・神楽
中学校

◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
≪持ち回り優勝杯≫

〔女子の部〕
6月5日（日）
9：00～17：00

開館→午前８時 5月23日（月） 広陵中学校

選手全員 《選手権大会・
マスターズ》開館→午前８時 5月16日（月）

10
中学校卓球選手権大会　（団体戦） 〔男子の部〕

6月4日（土）
9：00～21：00

鷹栖体育館
5月17日（火）～

9：00～17：00

9

ラ
5月29日（日）
9:00～17:00

大成体育館
5月10日（火）～

〇中学生　男子単　　◆トーナメント方式　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
〔中学男子の部〕 9：00～21：00

〔中学女子の部〕
5月 22日（日）

開館→午前８時
　　5月2日（月）

旭川中学校 〇中学生　女子単　　◆トーナメント方式　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

神楽・比布
中学校9：00～17：00 開館→午前８時 4月25日（月）

8

ラ 5月 21日（土）
総合体育館 　　4月26日（火）～ 旭川中学校

4月19日（火）～
農業高校オ

　　4月25日（月）

7 〔中学女子の部〕
5月15日（日） 総合体育館 4月19日（火）～

東神楽中学校
9：00～21：00 開館→午前８時 4月21日（木）

6
ラ 第52回会長杯争奪卓球大会　兼

 〔一般の部〕
5月8日（日）
9：00～17：00

大成体育館
開館→午前８時

開館→午前８時 4月18日（月）

5 〔中学男子の部〕
5月7日（土） 総合体育館 4月15日（金）～

《小学生選手権》　〇男子、女子単　◆予選リーグ、決勝トーナメント方式（参加数により試合形式の変更あり）

4 〔一般の部〕
5月5日（木・祝） 総合体育館 4月12日（火）～

永嶺高校
9：00～21：00

4月12日（火）～
東　高校

　　4月18日（月）
オ 小学生卓球選手権大会

9：00～21：00 開館→午前８時

出場数の制限なし
《持ち回り優勝杯》　

9：00～21：00

3
大成体育館ラ

5月4日（水・祝）

工業高校
ラ 9：00～21：00

◎大会使用球…ニッタク
〔ダブルスの部〕

〔シングルスの部〕
4月30日（土） 開館→午前８時 　 4月18日（月）

商業高校

3月28日（月）

2
全旭川高校卓球選手権大会　兼

〔 団 体の部〕 4月29日（金・祝）
鷹栖体育館

　　　　　　　　　〇印は競技種目　　　◆印は競技方式　　★印は参加制限　　◎印は注意・特記事項

1
4月10日（日）
9：00～17：00

大成体育館 　3月22日（火）～
選手全員

オ 開館→午前８時

№ 大　　会　　名 開催月日・開始時間 体育館/開館時間 申込受付期間 会場整備当番

２０２２年度　旭川卓球協会主催〔各地区大会他〕開催要項（案）　２－１
2022.7.2現在

≪お知らせ≫　当面は小学生の大会以外、無観客で開催します。但し旭川市総合体育館で開催する大会に限り、中学生の保護者1名の入館、観戦を認めます。（Ｒ4/7より）
☆旭川大会（中学生の部）　☆プリンセス大会（団体親睦の部）　☆会長杯（ベテランの部）以上の大会は今年度ありません。

　※新型コロナウイルス感染症拡大により大会の開催、要項等変更になることもあります。大会申し込み時にＨＰをご確認ください。
≪お願い≫　大会の申込期日を確認して受付期間に申し込みをしてください



第35回加盟団体オープン卓球大会　兼 〇 一般団体（社会人・大学生・高校生・少年団）★4単1複（3番が複。1．2番単で3番・複は組めない）
第35回バタフライカップ争奪卓球大会 第1部～24部の部制リーグ戦方式（参加数により部の増減及び試合形式の変更有り）　★1チームの登録選手数は4～6人

《持ち回り優勝杯》 オ…他支部の未登録団体参加可
〇 中学校　男子団体戦　　◆4単1複（中体連方式）予選リーグ、決勝トーナメント方式　（参加数により変更有り）

第35回加盟団体オープン卓球大会　兼 ★1チームの登録選手は数は6～8人。一学校から、男、女各3チームまで出場可。
オ…他支部の未登録団体参加可　　◎大会使用球はバタフライ（タマス）　　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

〇 中学校　女子団体戦　　◆4単1複（中体連方式）予選リーグ、決勝トーナメント方式　（参加数により変更有り）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手は数は6～8人。一学校から、各3チームまで出場可。
オ…他支部の未登録団体参加可　　◎大会使用球はバタフライ（タマス）　　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

〇男子団体戦（中体連方式）◆予選リーグ、決勝トーナメント方式（参加数により変更あり）◆代表決定戦はベスト4のリーグ戦で行う。
★一学校各1チームの出場枠。チーム登録選手は6～10名　★全道大会の登録人数は6～８名　★中学3年生は、出場不可
◎全道大会代表数は3チーム　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。◎生年月日を必ず記入して下さい

旭川地区予選会 〇女子団体戦（中体連方式）◆予選リーグ、決勝トーナメント方式（参加数により変更あり）◆代表決定戦はベスト4のリーグ戦で行う。
★一学校各1チームの出場枠。チーム登録選手は6～10名　★全道大会の登録人数は6～８名　★中学3年生は、出場不可
◎全道大会代表数は3チーム　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。◎生年月日を必ず記入して下さい
《 小 学 生の部 》　○男女シングルス　〇3年生以下　〇4年生　〇5年生　〇6年生 一人１種目とし上のクラスに出場可

第28回 旭川オープン小学生、レディース卓球大会 ◆小学生、レディースとも予選リーグ、決勝トーナメント方式（出場数により変更あり）

※各種目参加人数が３名以下の場合は上学年の種目に加える

旭川卓球大会（一般・高校生・小学生の部） 10月18日（火）～ 〇一般男子、女子単　〇高校生男子、女子単　〇小学生男子、女子単

《持ち回り優勝杯》 ◆一般、高校はトーナメント方式（参加数により変更あり）　小学生は予選リーグ、決勝トーナメント方式（参加数により変更あり）
〇男子、女子の学校対抗団体戦。　4単1複（3番が複　1･2番で複は組めない）

チーム登録選手は4～8人（補欠は2人但し、2人～3人での出場可）

〇男子、女子の複（出場数に制限なし）トーナメント方式（参加数により変更あり）
　《高体連旭川支部と共催》 〇選抜の部の男子、女子単（学校対抗団体戦で全道大会に出場しない学校の選手）-出場数に制限なし

〇スーパーの部の男子、女子単（学校対抗団体戦で全道大会に出場する学校の選手）
※高体連旭川支部の加盟登録者の出場可

加盟団体冬季卓球対抗戦 〇中学校男子体戦　　◆4単1複。（中体連方式）　予選リーグ・決勝トーナメント方式。（参加数により試合形式の変更有り）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手数は6名～8名。一学校から3チームまで出場可。　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
全旭川総合卓球選手権大会　兼　
第46回　ヤサカ杯争奪卓球大会 ◎大会使用球…ヤサカ

《持ち回り優勝杯》 ◎男、女とも出場資格に「社会人、大学生、高校生、中学生、小学生」の区分はありません。
加盟団体冬季卓球対抗戦 〇中学校女子団体戦　◆4単1複（中体連方式）予選リーグ・決勝トーナメント方式　（参加チーム数により試合形式の変更有り）

《持ち回り優勝杯》 ★1チームの登録選手数は6～8人　一学校から3チームまで出場可　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

加盟団体冬季卓球対抗戦 〇一般の部（社会人、大学生、高校生、少年団）　◆4単1複（3番が複　1･2番で複は組めない）1チームの登録選手数は4～6人

《持ち回り優勝杯》 第1部～26部の部制リーグ方式　（参加チーム数により、部の増減及び試合形式の変更有り）
〇社会人の男子、女子によるダブルス大会　◎参加者をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの4クラスに分け予選リーグの組合せは当日抽選で行う。

抽選で予選リーグのペアを決め、試合ごとに順次ペアを替えて競技を行う。予選の個人別の成績順で、1部・2部の決勝トーナメントのペアを決めて競技を行う。

①1部を「Ａ・Ｂ」、2部を「Ｃ・Ｄ」の振り分ける。②1部「Ａ・Ｃ」、2部は「Ｂ・Ｄ」に振り分ける。③1部「Ａ・Ｄ」、2部「Ｂ・Ｃ」の振り分けとする。　

 ※2009年度より①→②→③のローテーション。2022年度は、①で予選リーグの振り分けを行う。　◆ラージボール卓球ルールを採用

〇男子、女子団体（4単1複、3番が複　1・2番で複は組めない）トーナメント方式（スーパーシード制採用もあり）１チームの登録人数は、4～6人

★社会人、大学生、高校生、中学生、少年団・小学生の加盟登録団体の男子、女子別のチーム　　◎男女混合チームの参加は不可

◎本大会のみの特例事項:学校の事情で「高校3年生及び中学3年生」でチーム編成不可に限り、他学校と混成チームで出場できる。又、中学校及び

《持ち回り優勝杯》 　　　　高校で部員が2名以下でチーム編成ができない学校同士でのチームを編成し出場できる。但し、事前に旭卓・事務局へＦＡＸにて連絡ください。

旭川地区中学生新人卓球大会 ◎本大会の男子、女子ベスト16位となった選手は、旭卓指導部による「2022年度　ジュニア選手強化研修会」の強化選手に推薦します。
◎大会終了後、対象者に参加の有無を確認します。　　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

《ラージボール》 〇単…男、女混成により各部５名程度のリーグ戦を行う　１部～５部（参加人数による）　〇男子複　〇女子複　〇混合複(女性同士可）
　　　　　　　　    　 　◆ラージボール卓球ルールによるリーグ戦方式（参加数により種目と方式に変更あり　★高校生以下の学生は出場不可

《小学生の部 》　○男女シングルス　　〇3年生以下　〇4年生　〇5年生　〇6年生　　一人１種目とし上のクラスに出場可
　◆予選リーグ、決勝トーナメント方式　（参加数で変更あり） ※各種目参加人数が３名以下の場合は上学年の種目に加える

《持ち回り優勝杯》

○男子、女子単　　〇3年生以下の部　〇4年生以上の部　　○男女別複…組合せの年齢制限なし、他チームとの組合せ出場可

◆予選リーグ、決勝トーナメント方式（参加数により変更あり）

＊対象選手『2022年度　旭川地区中学生新人卓球大』男子、女子ベスト１６位入賞者

＊集合時間8時30分、研修終了は両日9時～16時（予定）　服装…大会時と同じ、ゼッケン着用　持ち物…筆記用具、お弁当

＊研修内容について　1日目　講師を中心に技術向上のための練習　2日目　練習試合を含む実践練習　他
＊＊ 「ジュニア選手（中学１・２年生）強化研修会」

9：00～21：00 新人戦終了後
旭卓役員

3月19日（日）
開館→午前8時

対象者に参加確認

9：00～17：00

旭卓役員
9：00～17：00 開館→午前８時 2月27日（月）

3月18日（土）

大成体育館

32 オ 小学生オープン卓球旭川大会
3月11日（土） 鷹栖町体育館 2月21日（火）～

〇 1年生男子　〇 2年生男子単　　◆トーナメント方式　◎申込書は学年別に記入してください。　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。
中学1・2年生学年別卓球大会 9：00～21：00 中学校

〔中学女子の部〕
3月5日（日）

開館→午前8時 2月13日（月）
緑が丘･東川

〇 1年生女子　〇 2年生女子単　　◆トーナメント方式　◎申込書は学年別に記入してください。　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

31
〔中学男子の部〕

3月4日（土）
総合体育館

2月7日（火）～
緑が丘･永山南

8：50～17：00 中学校

1月31日（火）～
選手全員

オ 小学生卓球大会 9:00～17：00 開館→午前8時 2月6日（月）

〇男子単　〇女子単　◆トーナメント方式　　◎中学1、2年生のみ出場可  、中学３年生の出場不可　◎応援、観戦の生徒は連れてこないでください。

9：00～21：00 開館→午前8時 1月30日(月) 中学校

30
オ 第22回　旭川ラージボール卓球選手権大会

2月19日（日） 大成体育館

29
《旭川大雪ライオンズクラブ杯》 2月18日（土） 総合体育館

1月24日（火）～
中央（男子）
北門（男子）

西　高校第9回　旭川総合団体選手権大会
2月5日（日）

9：00～21：00 開館→午前8時 1月23日（月）

（予選の組合せ抽選は8時30分から行う） 9:00～12：00 開館→午前8時 1月16日（月）

28
鷹栖町体育館

1月17日（火）～

実業高校
9：00～21：00

27
オ

第8回　ラージボールダブルス大会
2023年

大成体育館 1月10日（火）～ 選手全員1月29日（日）

9：00～21：00

26 〔一般の部〕
12月18日（日） 開館→午前８時

12月5日（月）

〇男子、女子単　　◆トーナメント方式（参加数により変更あり）

9：00～17：00 開館→午前8時 11月28日（月）

25 〔中学女子の部〕
12月17日（土）

鷹栖町体育館 11月29日（火）～
春光台･永山南

中学校

24
ラ

12月11日（日） 大成体育館 11月22日(火)～
商業高校

23 〔中学男子の部〕
12月3日（土） 総合体育館 11月15日（火）～ 神居東・東陽

中学校8：50～17：00 開館→午前８時 11月21日（月）

永嶺高校
鷹栖町体育館

第50回全道高校選抜旭川予選会
9:00～21：00

別途案内
◎生年月日を必ず記入して下さい

　〔ダブルスの部〕 11月13日（日） 開館→午前8時 高専・龍谷
藤星高校

9：00～17：00 開館→午前8時 10月24日（月）

22

全旭川高校生新人卓球大会 兼 〔団体戦の部〕
11月12日（土）

 《持ち回り優勝杯》
　　〔シングルスの部〕 9:00～17：00

選手全員
《レディースの部》　〇ダブルス　（学生参加不可、他チームとのペア可）

9：00～17：00 開館→午前8時

21 ラ
11月3日（木・祝） 総合体育館

工業高校
（小学生の部は　オ　です）

10月4日（火）～

〔中学女子の部〕
10月23日（日）
9：00～17：00

10月17日（月）
選手全員

20 オ
10月30日（日） 大成体育館 10月11日(火)～

10月17日（月）

東陽・中央
中学校

8：50～17：00 開館→午前８時 9月26日（月）

19

〔中学男子の部〕
10月22日（土）
9：00～17：00

鷹栖町体育館
開館→午前8時

当麻・春光台
中学校第38回　北海道中学校選抜卓球大会　

啓北･六合
北星中学校

オ
第35回バタフライカップ争奪卓球大会

9：00～21：00 開館→午前８時 9月19日（月）

〔中学女子の部〕
10月10日（月・祝） 鷹栖町体育館 9月20日（火）～

9月12日（月）

18

〔中学男子の部〕
10月1日（土） 鷹栖町体育館 9月13日（火）～

　　　　　　　　　〇印は競技種目　　　◆印は競技方式　　★印は参加制限　　◎印は注意・特記事項

17 〔一般の部〕
9月25日（日） 鷹栖町体育館 9月6日（火）～ 西　高校オ
9：00～21：00 開館→午前８時

№ 大　　会　　名 開催月日・開始時間 体育館/開館時間 申込受付期間 会場整備当番

２０２２年度　旭川卓球協会主催〔各地区大会他〕開催要項（案）　２－２
2022.7.2現在

≪お知らせ≫　当面は小学生の大会以外、無観客で開催します。但し旭川市総合体育館で開催する大会に限り、中学生の保護者1名の入館、観戦を認めます（Ｒ4/7より）
☆旭川大会（中学生の部）　☆プリンセス大会（団体親睦の部）　☆会長杯（ベテランの部）以上の大会は今年度ありません。

　※新型コロナウイルス感染症拡大により大会の開催、要項等変更になることもあります。大会申し込み時にＨＰをご確認ください。
≪お願い≫　大会の申込期日を確認して受付期間に申し込みをしてください


