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発行にあたって  

会長   保坂  正勝  

早春の候、会員の皆様におかれましては、如何お過ごしでし

ょうか。年度がわりともあって何かとお忙しい毎日をお過ごし

のことと拝察いたします。  

２０１８年は、大きな災害がつづき大変な年でしたが、今年

は是非とも静かでおだやかな年であることを願うばかりです。  

今年度も、会員の皆様のお力添えをたくさんいただき連盟活動

も無事終了することとなりました。  

ありがとうございます。  

連盟活動も新年度に向けてさらなる向上心をもって活動を行

っていきたいと思っておりますので、これまで同様皆様のご理

解、ご協力をお願い申し上げます。  

今年は、元号も新たになります。  

そして連盟としても、ルールの一部改正で新ルールが４月１

日より施行されます。   

これは、全国障害者スポーツ競技規則集と出来る限り統一さ

れたものです。一部は、ほかの障害者スポーツ競技との整合性

がつかず、わずかながら統一できない部分もありますがご理解

ください。  

なお、全国障害者スポーツ大会では、２０２０年での施行と

なっております。  

連盟での全国大会では、新ルールでの大会となりますが、各

地区でのブロック大会は、その地区のブロックでのお考えのも

と２０１１年版で行うか２０１９年版で行うかを決めて行って

いただきたいと思っております。  

長くなりましたが、ここに「連盟だより第３９号」が出来上



2 

 

がりましたのでお送りいたします。  

今回は、総会資料もありますので最後までお読みいただき一

人でも多くの担当委員の皆様のご出席を賜り、総会が開催され

ますよう願っております。  

最後になりましたが皆様のご健康とご活躍を祈願し、発行に

あたっての挨拶といたします。  

 

 

＝お知らせ＝  

１．事務局よりお知らせ  

事務局長   山﨑  道子  

皆様、こんにちは。  

 4 月に入り新しい年度を迎えました。  

ただ、卓球連盟では、定期総会を 4 月 28 日に開催いたしま

すことから 30 年度の活動はまだ終了していません。  

でも、全国各地におきましては、新年度の事業がすでに始ま

っていることと思います。  

30 年度も、個人登録においてもまた連盟のすべての活動にお

いても皆様のご協力をいただき、無事に終了できましたことを

感謝いたします。  

大きな事業であります全国大会も今年度は調布市の味の素ス

タジアム内の代替施設で開催いたしました。  

多くの参加者があり、盛り上がった大会でした。  

いつも、この大会は多くの方々のご協力により開催すること

ができています。引き続きご協力、ご支援をいただきますよう

にお願いいたします。   

2020 年は、オリンピック・パラリンピックの年。  
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その年の 5 月には、日本盲人会連合スポーツ協議会の主催で

「スポーツフェスタ」が開催されます。  

パラリンピックの競技種目ではない「サウンドテーブルテニ

ス」も多くの方に知っていただきたい思いから、今、企画を立

てている最中です。  

今後、全国委員の方から、また会員の皆様からご意見を聞き

ながら進めて行くことになりますので重ねてご協力お願いいた

します。  

この 4 月 28 日には、「埼玉県障害者交流センター」において

定期総会を開催いたします。  

一人でも多くの担当委員の方々の出席をお願いいたします。  

そこで、活発なご意見やご要望をお聞かせいただき、今後の

連盟の活動を盛り上げていただきたいと願います。  

詳しくは、同封の「ご案内」と出席確認書をお読みいただき

4 月 25 日までに返信用封筒にてご返送お願いいたします。  

問い合わせ先   事務局   山﨑  道子  

携帯：  ０９０－４８２８－２３４２  

e-mail: takkyu.-lenmay@tbi.t-com.ne.jp   

 

 

２．競技部よりお知らせ  

  競技部長   福島  美栄子  

 すぎゆく時の速さに、もどかしさを感じながら卓球台、ボー

ル、ルールなどなど、競技者として体験し、少しでも「ＳＴＴ」

がよい方向に向かうように努力したいと考えています。  

次年度には、ルール改正に伴った研修会を開催いたします。  

期日は、7 月 28 日（日曜日）。  
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会場は、東京都多摩障害者スポーツセンター。  

受付  9 時 30 分  

開始  10 時  

午前は、座学で午後は、実技となります。  

申し込は、5 月末日です。  

各地区担当員または競技部  福島まで電話ください。  

携帯   090-2723－5012 

以上、申し込みをお待ちしています。  

 

下記に、第 15 回全国大会のアンケート結果を記します。  

ご参照ください。  

 

＜アンケート結果＞  

第１５回全国大会を多摩障害者スポーツセンターの改修によ

り味の素スタジアム内の代替施設にて開催しました。  

今後のよりよい大会を目指して皆様のご意見を伺いたくアン

ケートを実施いたしました。  

ご協力、ありがとうございました。  

   

１．会場および控室などに音声、誘導ブロック（装置）を設置

しましたが  いかがでしたか  

（あ）わかりやすかった（２２名）  

（い）わかりにくかった（６名）  

＊音が小さい  

＊足がひっかかった  

＊全く意味がない  

＊奥側でなく、中間においてもらいたかった  
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２．試合会場はいかがでしたか  

（あ）広くてやりやすかった（２５名）  

（い）広くてききにくかった（２名）  

＊床が滑らず、やりにくかった  

 

３．駅に誘導ボランティアをお願いたしましたがいかがでし  

 たか  

（あ）わかりやすかった（１８名）  

＊大変に助かった  

（い）気がつかなかった（３名）  

（う）別のルートで会場に行った（５名）  

 

４．試合会場の内外に２名の係を配置しましたが、いかがでし  

たか  

（あ）よかった（２５名）  

（い）わからなかった（３名）  

 

５．大会についてご意見をお書きください  

＊「プレー」の声が早く、ボールを受け取る前に「プレーが  

かかった  

＊選手より応援の人を中に誘導してほしい  

＊コールがはっきりしていてスムーズな審判がいた  

＊ボールが動いただけで失点はよくない  

＊サーブがネットの場合はやり直しがよい  

＊一般卓球のように２ゲーム先取も最後まで試合をさせてほ  

しい  

＊選手の控室をもう少し広くしてほしい  
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＊送迎バスの運行をあらかじめ知らせてほしかった  

＊試合会場の床がカーペットなのは、やりにくかった  

＊はきはきした審判は気持ちがよかった  

＊参加費の振込先を郵貯銀行にしてほしい  

＊例年に比べいろいろな説明が少なかった  

＊誘導ブロックも中途半端でわかりにくかった  

＊誘導係も必要なところにいなかった  

＊制限時間の廃止を願う  

＊全国大会にふさわしい時間制限は廃止  

＊審判のレベルが落ちている  

＊選手の名前を間違えるなどあった  

＊１日目は駅の誘導が助かったが、２日目もいてほしい  

＊墨字のみコート配置図を入れてほしい  

＊試合会場に荷物の持ち込みをきちんとまとめてほしい  

＊試合前４０分は早すぎる  

＊試合時間２０分はいかにも短か過ぎるし、練習時間を含む  

のは納得できない  

＊試合はサーブがはやくサーブで決定する傾向である  

＊２０分で試合が終わったとき、同点の場合は拳でなく１本

か３本勝負にしてほしい  

＊東京で大会をするならば都内の台を集めてほしい  

＊試合待機は、会場前で１０分でよいのでは  

＊ボールが以前のボールより大きくなっているがネットの高  

さは変わらないのでは、ネットミスが多くなる  

＊受付は、団体ごとにすればスムーズにいくと思う  

＊選手の居場所並びに食事場所がなかった  

＊役員は、もう少し考えて全国大会にふさわしい大会にする  



7 

 

べき  

＊全国大会が開催され感謝している  

＊ダブルヒットが取れていなかった  

以上です。  

 

 

３．審判部よりお知らせ  

審判部長   藤本  成子  

第４回審判員研修会を開催  

 2019 年３月３日（日）に神奈川県横浜市で第４回審判員研修

会を開催いたしました。  

 2019 年 4 月 1 日新ルールブック発効に伴い、関東での初め

ての研修会ということもあり、８０名以上の審判員のお申し込

みをいただきました。    

また、競技部の皆様のご協力を賜りました。  

ありがとうございました。  

 新ルールが徹底されるまでしばらく時間がかかるかと思われ

ます。疑問等ありましたら審判部にお問い合わせくださいます

ようにお願いいたします。  

 誤った、誤解のある解釈が独り歩きしないことを切に願って

おります。 2019 年講習会は更新を中心に行いたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

 ＝  トピックス  ＝  

下記に、第 15 回全国視覚障害者卓球大会並びに各ブロック

大会の結果を記します。   
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なお、東海ブロックにつきましては、今年度は中止との連絡

をいただきました。  

また、大会のないブロックもありますのでご了承ください。  

 

＜第 15 回全国視覚障害者卓球大会＞  

期日：平成 30 年 9 月 15 日（土）・16 日（日）  

会場：東京都調布市「味の素スタジアム内」多摩障害者スポ

ーツセンター  

サウンドテーブルテニス A 男子  

優勝    米澤  浩一（よねざわ  こういち  京都府）  

準優勝   佐藤  良彦（さとう  よしひこ  仙台市）  

３位    礒田俊一郎（いそだ  しゅんいちろう  東京都）  

同３位   住吉   実（すみよし  みのる  長野県）  

 

サウンドテーブルテニス A 女子  

優勝    高橋  ミヤ（たかはし  みや  神奈川県）  

準優勝   宮澤  則子（みやざわ  のりこ  さいたま市）  

３位    渡部  晃子（わたなべ  あきこ  埼玉県）  

同３位   丸山恵美子（まるやま  えみこ  埼玉県）  

 

サウンドテーブルテニス B 男子  

優勝    村井  正治（むらい  しょうじ  三重県）  

準優勝   佐佐木  昭（ささき  あきら  秋田県）  

３位    小谷野欣治（こやの  きんじ  茨城県）  

同３位   小坂  雅博（こさか  まさひろ  石川県）  

 

サウンドテーブルテニス B 女子  
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優勝    田村  茂美（たむら  しげみ  徳島県）  

準優勝   前川  怜子（まえかわ  れいこ  長野県）  

３位    加藤  璃乃（かとう  りの  長野県）  

同３位   長谷川清子（はせがわ  きよこ  東京都）  

 

＜第 14 回北海道ブロック視覚障害者卓球大会＞  

期日：平成 30 年８月５日（日）  

開場：札幌市身体障害者福祉センター（卓球室および研修室） 

参加者：38 名（男女  個人戦のみ）  

サウンドテーブルテニス A 男子  

 優勝   目黒  達也（めぐろ  たつや）  千歳市  

 準優勝  江崎  七雄（えざき  ななお）  札幌市  

３位   水上  康章（みずかみ  やすあき）  千歳市  

 

サウンドテーブルテニス A 女子  

優勝   菊池  悦子（きくち  えつこ）  千歳市  

準優勝  山本小百合（やまもと  さゆり）  札幌市  

３位   宮武  祐子（みやたけ  ゆうこ）  函館市  

 

サウンドテーブルテニス B 男女混合  

優勝   辻  和宏（つじ  かずひろ）  札幌市  

準優勝  滝田  広子（たきた  ひろこ）  札幌市  

３位   櫨本アイ子（はぜもと  あいこ）  札幌市  

 

＜第 13 回東北ブロック視覚障害者ＳＴＴ大会＞  

期日：平成 30 年 7 月 14 日（土）・15 日（日）  

会場：仙台市新田東総合運動場「元気フィールド仙台」(宮城  
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野体育館 ) 

サウンドテーブルテニス A 男子  

優勝   佐藤良彦 (仙台市 ) 

準優勝  沼倉正美 (秋田県 ) 

第３位  高橋義光 (岩手県 ) 

 

サウンドテーブルテニス A 女子  

優勝   煙山百合子 (秋田県 )  

準優勝  高橋順子 (秋田県 ) 

第３位  佐藤良美 (仙台市 ) 

 

サウンドテーブルテニス B 男子   

優勝   門間博明 (秋田県 ) 

準優勝  高橋信夫 (秋田県 ) 

第３位  新沼與一 (岩手県 ) 

 

サウンドテーブルテニス B 女子  

優勝   神田恵子 (秋田県 ) 

準優勝  高橋キエ (秋田県 ) 

第３位  大場るり子 (山形県 ) 

 

＜第 32 回日盲連関東ブロック   

 視覚障害者サウンドテーブルテニス川崎市大会＞  

期日：平成 30 年 10 月 27 日（土）・28 日（日）  

会場：川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさ  

き）  
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サウンドテーブルテニス A 男子  

優勝   川島  典之（かわしまのりゆき  相模原市）  

準優勝  田中  献造（たなかけんぞう  横浜市）  

第３位  小川  誠（おがわまこと  群馬県）  

同３位  井上  聡（いのうえさとし  千葉市）  

 

サウンドテーブルテニス A 女子  

優勝   高橋  ミヤ（たかはしみや  神奈川県）  

準優勝  山崎  智恵子（やまざきちえこ  川崎市）  

第３位  穴原  正子（あなはらまさこ  東京都）  

同３位  佐藤  和代（さとうかずよ  千葉県）  

 

団体戦  

優勝   さいたま市  

準優勝  横浜市  

第３位  山梨県  

同３位  千葉県  

 

＜第 27 回北信越ブロック視覚障害者サウンドテーブルテニ  

ス石川大会＞  

期日：平成３０年 10 月 20 日・21 日  

会場：金沢市障害者高齢者体育館駅西むつみ体育館  

参加者：３９名  

サウンドテーブルテニス A 男子  

優勝   開田  正一（ひらきだ  しょういち  石川県）  

準優勝  源  喜代志（みなもと  きよし  福井県）  

3 位   田辺 英雄（たなべ  ひでお  石川県）  
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サウンドテーブルテニス A 女子  

優勝   徳市  和美（とくいち  かずみ  富山県）  

準優勝  住吉  冬子（すみよし  ふゆこ  長野県）  

3 位   村田 恵子（むらた  けいこ  富山県）  

 

サウンドテーブルテニス混合 B 

優勝   住吉  実（すみよし  みのる  長野県）  

準優勝  加藤  璃乃（かとう  りの  長野県）  

3 位   前川 怜子（まえかわ  れいこ  長野県）  

 

団体戦  

優勝   長野県 B（武藤  文子、加藤  璃乃、住吉  実）  

準優勝  石川県 A（北川  歌子、小坂  雅博、開田  正一）  

3 位   福井県 B（幅田  郁子、前川  和穂、竹村  壽一）  

 

＜第５６回  近畿視覚障害者卓球大会  ＞  

期日：平成３０年１１月２５日  

会場：大阪市立長居障害者スポーツセンター  

サウンドテーブルテニス個人戦１部男子  

優勝   米澤  浩一（よねざわ  こういち  京都府）  

準優勝  北口  豊（きたぐち  ゆたか  和歌山県）  

３位   目木  伸幸（めき  のぶゆき  兵庫県）  

 

サウンドテーブルテニス個人戦１部女子  

優勝   亀山  直美（かめやま  なおみ  和歌山県）  

準優勝  酒井  光子（さかい  みつこ  大阪市）  

３位   赤松  千鶴（あかまつ  ちずる  兵庫県）  
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サウンドテーブルテニス個人戦 2 部男子  

優勝   福嶋  孝二（ふくしま  こうじ  兵庫県）  

準優勝  奥山  徳治（おくやま  とくはる  大阪府）  

３位   出路  吉房（でじ  よしふさ  滋賀県）  

 

サウンドテーブルテニス個人戦 2 部女子  

優勝   足立  カヲル（あだち  かおる  堺市）  

準優勝  守山  一美（もりやま  かずみ  堺市）  

３位   高田  昌子（たかだ  まさこ  滋賀県）  

 

一般卓球の部  男子  

優勝   長谷川芳孝（はせがわ  よしたか  京都府）  

準優勝  會  俊隆（つん  ちんろん  奈良県）  

３位   保坂  雅之（ほさか  まさゆき  京都府）  

 

一般卓球の部  女子  

優勝   青木  のぶ子（あおき  のぶこ  京都府）  

準優勝  長谷川  富江（はせがわ  とみえ  京都府）  

 

＜第４６回九州ブロック視覚障害者サウンド・  

テーブルテニス大会（熊本大会）＞  

期日：平成 30 年 11 月 17 日（土）・18 日（日）  

会場：熊本県身体障害者福祉センター（熊本市東区長嶺南２

丁目）  

サウンドテーブルテニス A 男子  

1 位  宇原弘（長崎県）  

2 位  前田久男（鹿児島県）  
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サウンドテーブルテニス A 女子  

1 位  寺田敦子（福岡県）  

2 位  藤本千賀（長崎県）  

 

サウンドテーブルテニス B 男子  

1 位  小園勇（宮崎県）  

2 位  豊武憲十朗（大分県）  

 

サウンドテーブルテニス B 女子  

1 位  小園文子（宮崎県）  

2 位  森山結華（熊本県）  

 

団体戦    

1 位  宮崎県  

2 位  熊本県  

 

 

編集後記    

事務局長   山﨑  道子   

 いかがだったでしょうか。  

今回は、「定期総会」についてのお知らせもありましたので最

後までお読みいただけますようにお願いいたします。  

ぜひ、総会の時にお会いできますことを楽しみにしておりま

す。  

また、次回は冬、12 月に「連盟だより」を発行いたします。 

それでは、次回までお元気でお過ごしください。  

 


