
平成２８年１月吉日

都道府県卓球協会・連盟・参加選手各位

大 阪 卓 球 協 会

第５５回大阪国際招待卓球選手権大会 ( 全国オープン )　諸連絡

　平成２８年２月１２日 ( 金 ) から１４日 ( 日 ) まで開催の表題大会につきまして、 下記の通り諸連絡をお知らせいた

します。

　 組み合わせ等は、 出来上がり次第、 各都道府県協会 ・ 連盟宛に送付させていただきます。

　 なお、 組合せ等、 今後の情報は、 PingPongKinki 情報サイト (http ： //pingpongkinki . j imdo.com/) 及び、

大阪卓球協会ホームページ (http ： //otta-osaka. jp) に、 公開させていただきます。 　　　　

　 各選手は、 上記の情報サイトをご覧いただきご確認ください。

記

１．開 会 式　　

 ２月１３日 (土 )午前９時より全種目、大阪府立体育会館 (エディオンアリーナ大阪 )第１競技場

 で、行います。選手の皆さんは８時５０分までに、ご集合ください。

 体育館の開場時刻は次の競技日程をご参照ください。練習会場については４を、ご覧下さい。

 また、試合会場での練習は試合開始までの僅かな時間、使用できます。

２．競技日程　(府立体①はエディオンアリーナ大阪の第１競技場、浪速ＳＣは浪速スポーツセンター)　

 ・２月１２日 (金 )

   9：30 体育館開場 (受付・正面玄関のみ )

  10：45 選手集合 (開始式は審判長の注意のみ行います )

  11：00 男子ダブルス　　１回戦～準々決勝まで

   女子ダブルス　　１回戦～準々決勝まで

  15：00 女子シングルス　１回戦　

  15：30 男子シングルス　１回戦　(14：30 タイムテーブル１回戦 1試合のみ )

 ・２月１３日 (土 )

   8：00　体育館開場　府立①②、受付・正面玄関 (全種目 )

   8：00　体育館開場　浪速ＳＣ　３階

   9：00 開会式 (全種目、府立体① )　　　　　　　　　　　　　　

   9：30 ジュニア女子 　１回戦～３回戦 (府立体① )

  10：30 ジュニア男子 　１回戦～２回戦 (府立体① )　　　　

   9：45 カデット女子 　１回戦～２回戦 (浪速ＳＣ )

   ホープス男女 　１回戦～２回戦 (浪速ＳＣ )

  11：00 カデット男子 　１回戦～２回戦 (府立体① )

   男・女ダブルス 　準決勝～決　勝 (府立体① )

  12：30 女子シングルス　２回戦　　　　 (府立体① )

   男子シングルス　２回戦～５回戦 (府立体① )

 ・２月１４日 (日 )

   8：00 体育館開場 (府立体①、浪速ＳＣとも )

   9：00 女シングルス   ３回戦～決　勝 (府立体① )

   ジュニア男・女 　３･４回戦～決勝 (府立体① )

   カデット男子 　３回戦～決　勝 (府立体① )

   カデット女子 　３回戦～決　勝 (浪速ＳＣ )

   ホープス男女 　３回戦～決　勝 (浪速ＳＣ )

  10：30 男子シングルス 　６回戦～決　勝 (府立体① )



３．競技進行について

 ①大阪府立体育会館 (エディオンアリーナ大阪 )での試合は、館内進行掲示板を基準に進行します。

 　男子はグリーン、女子はピンクです。

 　選手は試合予定の 20 分前には、試合コートに出られるようご準備下さい。

 ②浪速スポーツセンター会場は、進行掲示板が設営できませんので、プログラム掲載のタイムテー

 　ブルを基本として進行します。

 ③その他コート変更や時間変更が生じる場合がありますので、マイク放送には、十分注意し、

 　進行にご協力をお願いします。

４．練習会場について(各選手は、試合が行われる体育館の練習会場を使用下さい)

 ☆大阪府立体育会館 (エディオンアリーナ大阪 )第２競技場 (地下２階 )

  ２月１２日 (金 )10：00 から 19：00 まで (１６コート )

  ２月１３日 (土 ) 8：10 から 8：45、9：30 から 19：00 時まで

　　　　　　　　(開会式が行われている時間帯は練習できません )

  ２月１４日 (日 ) 8：10 から 14：00 まで

 ☆浪速スポーツセンター第２体育室 (３階 )→ ２月１２日 (金 )は、使用できません。(６コート )　　　　　　

  ２月１３日 (土 ) 8：10 から 8：40、9：30 から 17：00 まで

   ( 開会式が行われている時間帯は練習できません )

  ２月１４日 (日 ) 8：10 から 14：00 まで  

５．表彰について

 各種目ともベスト４入賞者は、その種目の決勝戦が終わり次第、表彰式を行います。

 男女ダブルスは決勝戦終了後に行います。表彰は各種目の決勝が行われた会場で行います。

６．プログラム及び参加賞品の配布について

  ２月１２日 (金 )は 9：30 から、２月１３日 (土 )は 8：00 から大阪府立体育会館 (エディ

  オンアリーナ大阪 )正面玄関入口でお渡し致します。

  試合会場は２ヵ所ですが、受付は全て、大阪府立体育会館 (エディオンアリーナ大阪 )正

  面玄関で行います。浪速スポーツセンターでは行いません

  ※今回もプログラム引換券はありませんので、各自、都道府県別の受付でプログラムを受

  け取り下さい。

７．各会場配置図　　別紙参照　　

８．その他

 ( １) 本大会事務局への電話連絡先

 ・２月１１日 (木 )まで　大阪卓球協会事務局　０６-６６３６-０８０１

 ・２月１２日 (金 )～１４日 (日 ) 大阪府立体育会館　０６-６６３１-０１２１　

 ・２月１３日 (土 )～１４日 (日 ) 浪速スポーツセンターは、緊急の場合のみ　

          ０６-６６４３-６４４４

 (２)ゴミの処理について

 体育館での弁当の空き箱及びゴミにつきましては、減量化に、ご協力いただき、大阪府立体育会館 

 ( エディオンアリーナ大阪 )の１階正面入り口付近と浪速スポーツセンター３階に設置しておりま

 すゴミ箱に分別、減量の上、処分くださいますよう、ご協力をお願いします。

 (３)その他

 ・エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館 )、浪速スポーツセンターに食堂はありません。

 ・浪速スポーツセンターのエレベーターの使用は、荷物の運搬、高齢者等やプールの利用者に限ら

 　れています。階段を利用ください。

 ・各体育館には有料駐車場がありますが、台数に限りがありますので、なるべく公共の交通機関を 

 　ご利用下さい。

 ・体育館内は、全館禁煙です。但し、屋外に指定された喫煙場所が設置してあります。

 　喫煙者は指定場所で喫煙ください。

 ・アリーナ内では、水分補給用のフタ付ドリンクボトルのみ認められています、

 　フタのないものは持ち込みできません。

 ・体育館には、不特定多数の人が出入りします。それ故、盗難事故が多発しています。

 　貴重品は、各自で充分管理してください。(特に朝の練習時の盗難が多くなっています。)

以上


