
令和２年 11月 16日 

県下卓球指導者 各位 

長 野 県 卓 球 連 盟 

会 長   今井竜五 

（公印略） 

 

令和２年度 長野県卓球連盟指導者講習会のご案内 

 

拝啓 初冬の候、皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は、一方ならぬ

ご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、長野県卓球連盟強化事業として、下記のように指導者講習会を計画いたしました。年末のお忙しい

時期かとは存じますが、万障お繰り合わせのうえご参加いただきたく、ご案内申し上げます。尚、現段階で

は開催予定ですが、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合があります。        敬具 

 

記 

 

期  日  １２月２６日（土） 

 

会  場  ホワイトリング 

 

講  師  仲村錦治郞 先生  株式会社 VICTAS   

     

参 加 費  無 料 

 

参加対象   中学・高校の卓球部顧問、及びジュニアチーム監督・コーチ・保護者 

 

日   程     ９：００～    受  付（メインアリーナ） 

 ９：３０～  「効果的な練習方法の紹介」（実技講習・仲村錦治郞先生） 

１２：３０～   昼  食  

１３：３０～  「選手をやる気にさせる指導方法」（会議室） 

（パネルディスカッション・仲村錦治郞先生・公認コーチ） 

１５：００     終    了       

 

申し込み  １２月１５日までに電話またはメールで下記宛てに、申し込みをお願いします。 

 

送 付 先  長野県卓球連盟競技力向上委員長  塚田博文 宛（長野工業高校）  

   Tel 090-2559-9461    Email:tsukappp@m.nagao-c.ed.jp 

 

そ の 他  ・母体チームで、講習会の見学を希望する選手がいましたら、ギャラリーからであれば、自由に

見学が可能です。 

     ・当日会場では、株式会社 VICTASの出店販売が行われます。目玉商品が多数販売される予定です

ので、ご利用ください。 

     ・別添資料の感染症対策留意事項を確認し、申し込みをしてください。 

     

  



２０２０年 11 月 16 日 

 関係各位 

 長野県卓球連盟 

 

令和２年度長野県卓球連盟指導者講習会参加にあたっての留意事項 

 

最近の長野県内における新型コロナウイルスの感染状況をみると、感染が拡がりつつあります。 

本講習会は、感染予防対策を十分に取ったうえで、開催いたします。皆様にはご不便、ご負担をお 

願いすることも多々あろうかと思いますが、本会への参加に辺り、下記についてご協力を頂きたく 

お願い申し上げます。  

 

記 

 

１．当日、健康状態申告書を受付に提出してください。その際、検温も行います。 

 

以下に該当する方は、参加を見合わせて下さい  

☆検温の際、37.5℃以上ある場合 

☆体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

☆同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合 

☆過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 国、地域等への

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合  

 

２．各自マスクを持参して下さい  

 

３．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願い致します  

 

４．他の参加者、役員、スタッフ等との距離の確保に努めて下さい（できるだけ２ｍ以上； 障がい者

の誘導や介助を行う場合は除きます）  

 

５．大きな声での会話は避けて下さい  

 

６．感染防止のために主催者が決めたその他の措置をお守り頂き、主催者の指示には従って下さい  

 

７．大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して 速やかに

濃厚接触者の有無等について報告して下さい 

 

                連絡先：長野県卓球連盟  電話番号 0263-31-5597 

 

 

 

 



 

 

 

 

37.0以上の
発熱があった

だるさ
息苦しさ

咳(せき)
のどの痛み

嗅覚や味覚
の異常

新型コロナウイ
ルス陽性者との

濃厚接触

1 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

2 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

3 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

4 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

5 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

6 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

7 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

8 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

9 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

10 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

11 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

12 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

13 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

14 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

15 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

16 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

17 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

18 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

19 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

20 指導者・選手他 男・女 □あり □あり □あり □あり □あり □あり ℃

政府から警戒を必要とされてい
る国･県への移動またはそれに該
当する者との濃厚接触

入場時
の体温

責任者住所or学校住所

責任者連絡先（電話）

役職
（〇印）

氏名
性別

（〇印）

大会前２週間以内における以下の確認事項（該当する場合はチェック）

指導者講習会参加者健康状態申告書

記載日（大会日） 　令和　　　年　　　月　　　日

チーム（学校）名

責任者氏名


