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平成２９年９月吉日

(ニッタク杯) 第２０回 伊丹ホープスオープン卓球大会 の ご案内
主 催 伊丹卓球協会
主 管 伊 丹 卓 球 教 室 (伊丹ｼﾞｭﾆｱ)
Ｈ29.6.30付日本卓球協会 強化本部 （詳細は、同協会ＨＰ）
＜バンビの部＞選考会の出場資格 開催日 Ｈ30年4月上旬（予定）
後 援 兵庫県卓球協会
※平成30年度小学生年齢の選手を対象とします。
後 援 伊丹市教育委員会
対象大会⇒平成29年度（第20回）伊丹ホープスオープン 他6大会
協 賛 日本卓球株式会社
本大会のバンビの部 1部 1位～4位 （1年生以下選手が対象）
協 賛 TTSタカハシ
時下、皆様方におかれましてはますますご活躍のこととお慶び申し上げます。
平素は伊丹卓球協会並びに伊丹卓球教室(伊丹ジュニア)に格別のご懇意を頂きまして有り難うございます。
さて、見出しの大会を下記の通り開催致しますので、ご多用の折りですがご参加頂きたくお願い申し上げます。
記
1 日時・場所 平成２９年 1２ 月１６日 （土）
※ 開会式⇒ＡＭ８時５０分
（ＡＭ８時開館）
伊丹市立伊丹スポーツセンター
（昨年の宝塚スポーツセンターとは違いますのでご注意を）
平成３０年度男女ホープスナショナルチーム選手選考基準

〒６６４－０００６兵庫県伊丹市鴻池１丁目１-１
自動車

中国道宝塚ＩＣ 出口より１０分
駐車場は１日で1000円程かかります。

タクシー

（狭隘ですので出来るだけ乗り合わせを願います）

電

車

JR伊丹駅・阪急電車伊丹駅から１５分ほど
阪急電車伊丹駅前から「市バス」２番乗り場荒牧公園行き。スポーツセンター前下車すぐ（約１５分）

2 種

目

☆学年別（午前の部 ）

<上の学年へのエントリーは可です。招待選手も同じです>

①男子ホープス（６年生まで）

②男子カブ（４年生まで）

③男子バンビ（２年生まで）

④女子ホープス（６年生まで）

⑤女子カブ（４年生まで）

⑥女子バンビ（２年生まで）

（注）バンビの部は６６ｃｍの低い卓球台を使用します。

☆クラス別（午後の部 ）
⑦男子Ａクラス
⑩女子Ａクラス

(クラス別はバンビ卓球台は使用しません。)

⑧男子Ｂクラス
⑪女子Ｂクラス

⑨男子Ｃクラス
⑫女子Ｃクラス

⑬男女混合Ｄクラス

◎県でホープスベスト8・カブ2位くらいの力がある選手はAクラスへのエントリーをお勧めします。
◎混合Dクラスは幼児～3年生の初心者が多くエントリーしています。高学年は初心者限定でエントリー願います
3 試合方法

1)学年別⇒３人による予選リーグ後、１位グループトーナメント（５ゲームマッチ）
２位グループトーナメント（３ゲームマッチ・準決勝より５ゲームマッチ）
2）クラス別⇒トーナメント形式 (5ゲームマッチ)
※コンソレーションマッチ（お楽しみ対戦）を予定していますが、当日の参加者が400名を超えますと
規模縮小又は出来ない場合がありますのでご了承ください。（試合優先とします）

＊締め切り後ＨＰでご案内

実施の場合、希望者は全ての試合が終わった選手が参加できます。 下記時間帯に随時受付します。
３ゲームマッチ

4 表

彰

（午後３時３０分頃より５時頃まで３階卓球場又は剣道場にて）

(進行要領と場所は当日ご説明)

優勝～第３位 (学年別・クラス別とも)賞状と賞品 ・ 1種目８０名以上はベスト８まで賞品があります。
学年別の２部（敗者戦）は３位まで賞状と賞品があります。

5 試合球

ニッタク公認球

6 参加費

学年別・クラス別とも各々 ７００円／１人

参加費は当日受付にてお支払下さい。

(１人2種目で1400円です)
★招待選手は学年別・クラス別とも無料です。
（対象者＝本年度全日本ランキング選手及び本年度東アジアホープス日本代表選手）
※大会当日の開会式で記念品を贈り、ご紹介させて頂きます。
7 申込締切日 １１ 月 １５日 （水） 必着

8 申込先

〒６６６－０１１２ 兵庫県川西市大和西 ５－２２－８
乾
哮 宛て
パソコンメールアドレス

FAX 072-794-7825

takeru1208@y9.dion.ne.jp

◇ お早めに郵送又はＦＡＸ・メール（パソコン）にてお申し込み下さい。
◇ なおメールの場合は所定の申込用紙（Ｅｘｃｅｌ）を添付、又は定めた必要事項を全て満たして下さい。
☆ 申込書が受理されているかどうかの確認は、週間単位で当協会の ホームページに掲載しますので
パソコン・スマホなどでご確認ください。なお、締め切り日直前の受付分は、到着次第すぐに掲載します。

伊丹卓球協会 と入力し、検索してください。
9 問合せ先

乾

TEL・FAX ０７２－７９４－７８２５
携帯 ０９０－３９９２－９５９７
(大会の全般的な事は乾の携帯におたずね下さい。）

シモジ

下司

携帯 ０９０-３６１３－４８０５

10 事故について

主催者は応急手当を行いますが一切責任を負いません。

11 弁当の申込

必要な方はお電話又はＦＡＸにてお申し込み下さい。（弁当６００円消費税込み）
（体育館には食堂があります）

弁当申込先 ⇒ 乾

哮 （ｲﾇｲ ﾀｹﾙ）宛て (電話・FAX番号は上述)

※宿泊手配は原則各自でお願いします。
12 そ の 他

ラッキー賞のプレゼントがあります。（プログラム表紙のナンバーによる）⇒１時頃アナウンス。
☆ 本大会の案内書・申込書は、ホームページにも掲載しています。
必要な時には、伊丹卓球協会 と入力し、検索してください。

☆ 前年度(平成２８年度)伊丹ホープスオープン大会記録 （1部のみ掲載）

中村
山岸
松井
竹谷

ホープス
煌和 (大分・畳和卓球) 丸川
（愛知・卓伸クラブ） 小野
馨
翔吾 （兵庫・その田卓研） 渡邊
義信 （福岡・初喜TTC） 金光

バンビ
岩井田 駿斗 （鹿児島・誠卓球ＣＬ.）
伊藤 佑太 （香川・ヴィスポことひら）
松島 翔空 (京都・田阪卓研)
持田 陽向 （岐阜・卓研ジュニア）

小塩
赤江
面田
横井

ホープス
遥菜 (岐阜・三里クラブ)
夏星 (兵庫・卓栄Kid'S)
采巳 (兵庫・卓栄Kid'S)
咲桜 （岐阜・Ｏ．Ｔ．Ｔ．Ｃ）

女子 1 部
カブ
(岡山・T.Cマルカワ)
凛
紗瑛 (新潟・新発田ジュニア)
愛姫 (香川・ヴィスポことひら)
結夢 （愛媛・松山卓球教室）

バンビ
光稀 （大阪・羽曳野⑧ＴＴＣ）
倫生 (大阪・はばたキッズ)
和花 (東京・丸善クラブ)
和楓

順位
第1位
第2位
第3位
第3位
順位
第1位
第2位
第3位
第3位
順位
第1位
第2位
第3位
第3位

総参加人数⇒112チーム 497名

男子 1 部
カ ブ
智弘 (岡山・T.Cマルカワ)
泰和 (京都・グリーンネット)
康靖 (大阪・貝塚スポ少)
凌佑 (岡山・T.Cマルカワ)

順位
第1位
第2位
第3位
第3位

以 上

竹谷
松井
坂本

中村

面手
遠山
三谷
山藤

中嶋
楚坂
藤本
小谷

摘 要

摘 要

(鳥取・久松スマッシュファイターズ)

男 子
Aクラス
Bクラス
Cクラス
義信 （福岡・初喜TTC） 岩井田 雄斗 （鹿児島・誠卓球CL.） 森 眞奈斗 (鹿児島・誠卓球CL.)
翔吾 (兵庫・その田卓研) 佐伯 爽翔 （山口・徳山卓研スポ少） 都築 和仁 （愛知・卓伸クラブ）
（愛知・卓伸クラブ）
(愛知・卓伸クラブ) 永井 仁志
倫太郎 （兵庫・石原卓球クラブ） 内藤 大義
煌和 (大分・畳和卓球) 岡元 琉惺 （鹿児島・誠卓球CL.） 橋本 悠嵩 （愛知・卓伸クラブ）

Aクラス
大藤 沙月
吉井 亜紀 (京都・Ｙ・Ｈ・Ｇｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ）
直江 杏
赤江 夏星 (兵庫・卓栄Kid'S)
(福井・フェニックス卓球クラブ)

(福井・フェニックス卓球クラブ)

飯沼
鈴木
橋本
小塩

女 子
Bクラス
心彩 (岐阜・三里クラブ)
美咲 (愛知・うばこやまＪｒ．)
(愛知・卓伸クラブ)
萌
悠菜 (岐阜・三里クラブ)

摘 要

クラス別 男女混合

内藤
森下
眞鍋
下司

Cクラス
玲美 （愛知・卓伸クラブ）
陽日 (京都・田阪卓研)
心陽 (香川・ヴィスポことひら)
恭子 (兵庫・伊丹ジュニア)

Ｄクラス
岩井田 駿斗 （鹿児島・誠卓球ＣＬ）

太田

陸斗

（愛知・みつのきＴＴＣ）

岡元 琢真 （鹿児島・誠卓球ＣＬ）
服部

圭吾

（愛知・美崎卓球クラブ）

げます。

