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昨年に続き再びここ横浜で「フォルクスワーゲンオープン・荻村杯2006」が開催されますことは、国際卓

球連盟にとりまして大変喜ばしいことです。再度横浜で開催されるということは、財団法人日本卓球協会が

横浜組織委員会の高い運営能力にいかに絶大な信頼を寄せているかを表すものです。

横浜は過去多くのスポーツイベント、数々のITTFのトップイベントを成功裏に運営されました。この機会を

頂きまして、私は日本卓球協会と横浜が2009年の世界卓球選手権大会の開催地に選ばれたことをお祝い

申し上げたいと思います。国際卓球連盟および関係者一同2009年横浜大会の成功を期待しております。

ジャパンオープンはいつも多くのトップ選手が世界中から集まることで知られております。2006年大会も例

外ではありません。選手・コーチの皆さんにとって本大会が素晴らしいものとなりますように、また2009年大

会の予兆を経験されますように願っております。

最後に「フォルクスワーゲンオープン・荻村杯2006」のご成功を祈念し、開催にあたりご尽力を賜りました

横浜市、神奈川県卓球協会、横浜市卓球協会、財団法人日本卓球協会そしてスポンサー各位に感謝申し

上げます。

It is with great pleasure that the ITTF welcomes back Yokohama as the host of the “2006 Volkswagen Open –
Japan” for the second consecutive year.  The confidence that the Japan Table Tennis Association shows in
Yokohama’s ability to host major events is evident with this repeat hosting privilege.
Yokohama has staged many sports events and especially major ITTF events over the years. I take this opportunity to
congratulate Yokohama and the Japan Table Tennis Association for their successful bid, bringing the 2009 World
Table Tennis Championships to Yokohama. The ITTF and its members look forward to a very successful event in
2009.
The Japan Open has traditionally attracted many top players from all over the World and the 2006 edition is no
exception. To the players and coaches I wish you a successful competition and hope that you experience a taste of
what to expect in 2009.
I wish the “2006 Volkswagen Open – Japan” all the best and thank the City of Yokohama, the local authorities, all
levels of government, the JTTA and all the sponsors for their valuable support.

SHARARA Adham 
President of International
Table Tennis Federation

市長中田　宏
横浜市

「フォルクスワーゲンオープン・荻村杯2006」がここ横浜文化体育館で開催されることを心からお祝い申し

上げます。また、参加選手をはじめ国内外からお集まりいただきました大会関係者の皆様を、360万人の横

浜市民とともに歓迎いたします。

本大会は、オリンピックメダリスト、世界選手権優勝者、ヨーロッパメダルホルダーなど世界のトップレベル

の選手が一同に集まる大会であり、卓球競技の普及・振興に大きく貢献されていると聞いております。参加

選手の鍛え抜かれた技と力が発揮されるレベルの高い試合を、市民が身近に観戦できることは素晴らしい

事であり、大きな夢と感動を与えていただけることと期待しております。また、参加される選手の皆さんが、この

大会でベストの成績を収められることをお祈りいたします。

ここ横浜には、美しい港や世界最大級の中華街、大ショッピングゾーンなどがあります。この機会に是非

横浜の魅力を満喫してください。

最後になりますが、本大会の開催にあたり御尽力いただきました財団法人日本卓球協会をはじめ関係者

の皆様に敬意を表しますとともに、本大会の御成功を祈念して、歓迎のことばとさせていただきます。

I would like to extend a very warm welcome to “The Volkswagen Open Japan- Yokohama 2006” which will be held
here in the Yokohama Cultural Gym. Together with the 3.6 million citizens of Yokohama I am very pleased to greet
players and participants from all over Japan and the rest of the world.
I understand that this is a competition where top level players such as the Olympic medallists, the World
Championship winners and the European medal holders will meet. It is an event, which will contribute greatly to the
development and promotion of table tennis. It is a wonderful experience for the citizens of Yokohama to be able to
watch such high level table tennis where trained skills and powerful techniques will be exhibited. I believe that this
event will be like a dream and a wonderful emotional experience for the citizens of Yokohama. I wish all the players
the best of luck and may their best results achieved.
Here in Yokohama we have the beautiful port, the world’s largest China Town and big shopping zones. I hope you
will take this opportunity to enjoy fully the attractive and distinct city of Yokohama.
Finally, I would like to acknowledge the dedication of the Organizers, the Japan Table Tennis Association and all
those who have worked hard to make the event come true. I wish you all a very successful competition.

NAKADA Hiroshi 
The Mayor of Yokohama

会長山口　宇宙
神奈川県卓球協会

昨年に引続き、「フォルクスワーゲンオープン・荻村杯2006」を開催いたすことになりましたこと、大変光

栄であり、選手、役員の皆様には、心より歓迎申しあげます。

ご承知のとおり、2009年世界卓球選手権大会（個人戦）が、ここ横浜で開催決定をし「世界へはばたけ

卓球神奈川」を合言葉に、そして卓球人として大きな夢に向かい、着実にその目標達成されるものと確信し

ております。

参加される選手の皆様には、素晴らしいプレー演技をもって観るスポーツとして、メジャースポーツへの

進化を期待しております。

開催にあたり、ご尽力賜りました横浜市、財団法人日本卓球協会、横浜市卓球協会、スポンサー各位

の皆様に感謝申し上げ、歓迎のご挨拶といたします。

It is a great honour for us to host “The Volkswagen Open Japan- Yokohama  2006“ for the second consecutive
year.  I would like to extend a hearty welcome to all the world top players and officials.  
As you may know, Yokohama has been chosen to host the World Table Tennis Individual Championships in 2009.
“Table Tennis Kanagawa - Fly ahead to the World” as our motto, we have already begun to work towards this big
dream. We will do our best, step by step and are confident that we will present the best ever World Championships.
I place all my expectations on the players who I know will make excellent performances in order to show table
tennis not only as a great sport to play but also as an enjoyable experience for the spectators. I hope we can
contribute to making table tennis a major world sport in the near future.
I would like to extend my sincere gratitude for the support of the Japan Table Tennis Association, the City of

Yokohama, the Yokohama Table Tennis Association and the Sponsors at the inception of the competition. YAMAGUCHI Uchu 
Chairman of Kanagawa 
Table Tennis Federation

会長大林　剛郎
財団法人 日本卓球協会

財団法人日本卓球協会を代表してフォルクスワーゲンオープン・荻村杯2006に参加の選手・役員の皆様

を心より歓迎いたします。

先日、ドイツ・ブレーメンで世界卓球選手権大会が開催されました。大会中活躍された多くの選手もこのプロ

ツアーに参加されます。また、2009年世界卓球選手権大会（個人戦）がここ横浜市で開催されることが決定し、

“卓球日本、卓球横浜”ブームが沸き起ころうとしています。この大会開催によって更なる勢いがつくことになる

でしょう。そして観客の皆様には世界最高峰の選手たちのプレーに酔いしれていただきたいと願っております。

最後になりますが、今大会成功のためにご協力いただきました国際卓球連盟、神奈川県、横浜市ならびに

神奈川県卓球協会をはじめ、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社、全日本空輸株式会社、ヨーラ

ジャパン、日本卓球株式会社と多くのスポンサーの方々に対しまして、深く感謝を申し上げますとともに、その他

の関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。

そして選手・役員の皆様にとって横浜でのプロツアーが素晴らしい思い出になることを祈念してご挨拶とさせ

ていただきます。

On behalf of Japan Table Tennis Association, I would like to extend a warm welcome to all players and officials
participating in the Volkswagen Open Japan-Yokohama 2006. 
The World Table Tennis Championships was hosted in the other day in Bremen, Germany.
A lot of players to have played an active part in the Championships are going to participate in the Pro Tour in
Yokohama. Furthermore the 2009 World Individual Table Tennis Championships was decided to be held here in
Yokohama and it seams that the boom of table tennis Japan, table tennis Yokohama will arise and it will surely be
encouraged by hosting this Pro Tour event.
I believe the thrilling rallies displayed by the world top players will fascinate the audience.
Finally, I would like to express my gratitude the International Table Tennis Federation, Kanagawa Prefecture, the City
of Yokohama, Kanagawa Table Tennis Association for hosting and organizing this event and I also wish to thank
Volkswagen Group Japan KK, All Nippon Airways Co., Ltd., Joola Japan, Nittaku Co. Ltd., and all those that have
contributed through financial resources to the success of this event.
I wish all the players a very successful competition and hope that you will enjoy your stay in Yokohama.

OBAYASHI Takeo 
President Japan Table Tennis Association
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