
各中学校校長・高等学校校長殿 平成29年 10月 23日
各登録クラブチームスポーツ少年団代表者殿

長井ライオンズクラブ
会　長    目 黒　 憲 夫

(　公 印 省 略　)

拝啓
　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼
申し上げます。
　さて、今年度の長井ライオンズクラブ　青少年育成事業の一環として下記の通り、小中高校生を
対象とした卓球教室を開催いたします。当日は、リオオリンピックで使用された卓球台と同じ
『Infinity』1台をご準備いたします。また、ライオンズクラブの重要事業でもある薬物乱用防止の
呼掛けも行います。
　つきましては、多くの皆様にご参加くださるよう、ご案内申し上げます。

　　　　　　　敬具

記

1  主　催 長井ライオンズクラブ

2  主　管 長井市卓球協会

3  後　援 長井市教育委員会
長井市体育協会
置賜地区卓球協会

4  開催日 平成29年11月11日(土)～11月12日(日)

5  場　所 サンビレッジ　豊田体育館
長井市 時庭 254　 Tel 0238-84-3099

6  対　象 置賜地区卓球協会エリア（長井市・南陽市・白鷹町・飯豊町・小国町・川西町・高畠町）に
在住・在学・協会登録のいずれかの方。　　※講演のみは地区外誰でも可

7  講　師 平野 早矢香　氏　(ロンドンオリンピック銀メダリスト)
大岡 　厳       氏  (元ナショナルチームジュニア監督)
大岡 多津子  氏  (元チリ共和国ナショナルチーム監督)

プロフィール
平野 早矢香　氏

生年月日 出身地
1985年 3月 24日 栃木県

競技実績
世界卓球選手権 2004ドーハ(銅・団体)
世界卓球選手権 2006ブレーメン(銅・団体)
世界卓球選手権 2008広州(銅・団体)
世界卓球選手権 2010モスクワ(銅・団体)
世界卓球選手権 2014東京(銀・団体)
2012年ロンドンオリンピック(銀・団体)

卓球教室　開催のお知らせ



大岡　巌　氏　  (トップアスリート九州、東北代表)
(私立慶誠高校卓球部アドバイザー)

出身地
京都府
京都府私立東山高等学校-中央大学

指導歴 日卓協
1978年～1991年　 京都スイトピア卓球クラブ 1983年　第一回アジアジュニア男子　監督
1991年～2008年　 仙台育英秀光中等教育学校
2008年～2009年　 ナショナルトレーニングセンター
2009年～2013年　 青森山田高等学校　

役職
1987年～1990年　 ナショナルチーム　コーチ
2002年～2009年　 ナショナルチーム　コーチ

 ジュニアナショナルチーム　監督
優勝記録 (高校監督時) (クラブ指導時)

全国高校総体卓球競技　 団体　　 優勝 9回 全日本ホープス　(個人)　　 優勝
ダブルス 優勝　　　　7回 全国中学卓球大会　(個人)　　優勝
シングルス 優勝　　　3回 全日本カデット(個人)　　 優勝

国民体育大会　　　　　　　　　　　　 優勝　 6回
全国高校選抜卓球大会　　　　　 　　 優勝　 6回
全日本卓球選手権大会ダブルス　　 優勝　 1回
全日本卓球選手権大会ジュニア　　 優勝　 2回

大岡 多津子  氏  (宮城県卓球協会常任理事・県レディース委員長)

出身地
宮城県
仙台白百合学園高等学校-中央大学

指導歴
1991年～2007年　仙台育英秀光中等教育学校 
2008年～2009年　チリ共和国　ナショナルチームジュニア指導
2008年～2009年　ナショナルトレーニングセンター　 (1年)
2009年～2013年　青森山田高等学校　 (5年)

指導実績
全国中学選抜卓球大会　 団体　　 優勝
全国中学校卓球大会　　 団体 優勝
全国中学校卓球大会　　 女子シングルス 優勝
南米卓球選手権大会女子 団体 優勝
チリ卓球選手権大会　　 女子シングルス 優勝

競技実績
全日本学生卓球選手権大会 1971・1973 女子ダブルス　　 優勝
関東学生選手権大会           1972 女子シングルス　 優勝
世界選手権卓球大会           1973 女子ダブルス　　 銅
アジア卓球選手権大会 (横浜) 1974 女子団体　　　　 優勝

女子ダブルス　　 銅
女子シングルス　 銅
混合ダブルス　　 銅



8  参加料　　　無料

9 日　程 11日 小学生・中学生対象 講師 ・平野 早矢香　氏
・大岡 　厳       氏 
・大岡 多津子  氏 

8:30～　　　 開館・受付
9:00～10:00　　 講演　平野早矢香氏　 誰でも(一般,高校生含む)参加可能です。
10:00～10:30　　準備
10:30～12:00　　講習会(午前の部)　 小学生・中学生

12:00～13:30　　昼食・休憩
13:30～16:00　　講習会(午後の部) 小学生・中学生

12日 高校生対象 講師 ・大岡 　厳       氏 
・大岡 多津子  氏 

8:30～　　　 開館・受付
9:00～12:00　　 講習会 高校生

10 参加申し込み
参加申込書に必要事項を記入の上、11月3日(金)必着で、下記宛に
メールにて申し込んでください。

長井市卓球協会　事務局　迎田 准一郎
メールアドレス nagai_tta@yahoo.co.jp

080-5221-3437

講習会は各チーム・学校男女合計10名以内までとします。
10名を超えての申し込みも可ですが、卓球台でプレーする人数は10名までとします。

※見学者とプレーヤーは講習会の中で入れ替え可能です。
※参加状況により、変更となる可能性がありますのでご了承ください。

お問い合わせは長井市卓球協会宛、メールにてお願いします。

11 その他
昼食は準備しておりませんので持参ください。
ごみの持ち帰りにご協力ください。

追伸

見学は自由ですが、会場内での写真、動画撮影はお断りいたします。  



講師
  平野 早矢香 氏 (ロンドンオリンピック 銀メダリスト)11日のみ

  大岡   巌  氏 (元 日本ジュニアナショナルチーム 監督)

  大岡 多津子 氏 (元 チリナショナルチーム 監督)

● 日 時 : 平成 29年 11月 11日 (土)～ 12日 (日) 

● 時 間 : 9 時00 分～　     Infinityも来ます

● 会 場 : サンビレッジ　豊田体育館

● 料 金 : 無料

● 後 援 :

● 時間割 : 11日  9:00～10:00    講 演 平野早矢香 氏

10:00～12:00    小学生・中学生講習会

13:30～16:00    〃

12日  9:30～12:00    高校生　 

● 問合せ : 長井市卓球協会　迎田 准一郎

長井市教育委員会,長井市体育協会,置賜地区卓球協会

長井ライオンズクラブ 青少年育成事業 

『 世界をめざせ 卓球教室 』 

会場内での写真,動画撮影は一切禁
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