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主催：熊本県卓球協会　　　特別協力：RKK熊本放送

協力：日本卓球リーグ　卓球王国　　　後援：熊本県教育委員会　熊本日日新聞社

または熊本県卓球協会　hHP：／／ken－takuJp／TELO96－387－2299

特別瞭：鮪闇斎　　協賛：N軸　株式会社ViCmS　株式会社ヤサカ　株式会社タマス



9：30－12：30　ぴんぽんチャレンジ

14：00～15：00　謀議荒讃罵謹嵩をゲットしよう！

13：00－14：30　エキシビションマッチ＆ふれあいチャレンジ
日本卓球リーグ所属選手によるスペシャルマッチ。

選手に挑戦できるチャレンジマッチも開催！

臆寡圏閤四囲図日星間臆臆臆 

（事前申込制・卓球協会登録者のみ） 

8：20 �受付開始 

9：00 �開会式（参加者はフロアーに集合） 

9：30－12：30 �団体戦 

臆寡聞 �潤図書患 熊本市総合体育館大体育室

玄関ホール
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