
平 成 28

(大会使用球のお知 らせ )

年 度 大 ~― 事 社 会 人  ‐ 一一 般 用  (4月 17日 ～ 6月 2日 )

京 都 卓 球 協 会

ります^その場合事前にお知 らせ致 します 。_

第 100回京都オール新人単・複卓球大会

1.日   時   4月 17日 (日 )9時～       2.会   場   伏見港公園体育館

3.種   目   ①男子シングルス ②女子シングルス ③男子ダブルス ④女子ダブルス

4.試合方法   トーナメン ト方式。但し、使用球は 4 0 mullホ ワイ ト球。

5.参カロ資格   本会主催のオール新人・知事杯一般男女 。京都選手権男女シングルスの優勝者及びダブルスの優勝組は参

加できません。

6.表  彰   各種目3位以内入賞 7.申 込締切   4月 6日 (水 )

1 日  時   4月 17日 (日 )缶前£覚二ゑ瑣2  2.会   場   伏見港公園体育館

3.種   目   ①男子 60歳以上の部   ②男子 65歳以上の部 (混合ダブルス代表となります )

③男子 70歳以上の部   ④女子 60歳以上の部   ⑤女子 65歳以上の部

(注)全国大会の年齢要件は、男子シングルスが 70歳以上 1人 。60歳以上 1人、女子シングルスが

65歳以上 1人・ 60歳以上 1人、混合ダブルスが男子 65歳以上 。女子 60歳以上の組となりました。

4.試合方法   個人戦シングルス、 3～ 4人の予選 リーグ及び決勝 トーナメント方式。

とルール   新卓球ラージボール適用。ラケットは表ソフ ト。粒高ラバーは使用できません。

5.参加資格   60才 以上 (昭 32.4.1以 前生れ)で京都府内在住の男女

本会登録会員以外の方も自由に参加できます。

ただし、前年度の全国健康福祉祭の本戦に参加された方は出場できません。

6.全国大会   全国健康福祉祭は 10月 15日 (土)～ 18日 (火)長 崎県 シーハットおおむら

都道府県対抗団体戦で 7名 以内で 1チーム編成、京都府より2チーム参加 (京都府・京都市各 1)参カロ費

用の一部は行政より補助があります。

7.申 込締切   4月 6日 (水)             8.参 加料 シングルス 1, 200円
9。 そ の 他   申込みに当たつては、必ず現住所地の市区町村名をご記入下さい。

―ズの部)府予選

1.日   時   4月 24日 (日 )午前 9時～       2.会   場   伏見港公園体育館

3.種 目と代表数 (1)全 日本社会人 ①男子シングルス8 ②女子シングルス8 ③男子ダブルス4 ④女子ダブルス4

(2)全日本卓球選手権大会 (マ スタ~ズの部)

⑤男子サーテイー 4 ⑥男子フオーテイー 4 ⑦男子フィフティー 4
③男子ローシックスティー (60歳以上) 4
⑨男子ハイシックステイー (65歳 以上) 4
⑩男子ローセブンティー  (70歳 以上) 4
①男子ハイセブンティー  (75歳 以上) 4
⑫一A 男子ローエイティー  (80歳 以上)は制限なし

⑫一B 男子ハイエイティー  (85歳 以上)は制限なし

⑬女子サーテイー 4  ⑭女子フォー ィー  4
⑮女子フイフテイー 4  ⑩女子 ローシックスティー (60歳以上) 4
①女子ハイシックステイー (65歳以上)  4
⑬女子 ローセブンティー  (70歳 以上)  4
⑩女子ハイセブンティー  (75歳 以上)  4
④―A 女子 ローエイティー  (80歳 以上)は制限なし

④一B 女子ハイエイティー  (85歳 以上)は制限な し

4.参加資格

(全 日本社会人)。 参加者は、当該都道府県に居住または勤務 している者で、平成 28年度 (財)日 本卓球協会登録者であるこ

と。また、全国大会に出場する者は段級制規定に定められた有段者であること。

・ 日本学生卓球連盟及び全国高等学校体育連盟に登録 している者は出場できない。

でも、この大会の男女ダブルスには出場することができる。

・外国籍の選手は、 日本で出生 して引き続き 3年以上 日本に在住 している者、あるいは引き続き 10年以上

日本に在住 している者は、男女シングルスに出場できる。ダブルス種 目については出場資格制限はない。

(マ スタ~ズ
)・ 参カロ者は、当該都道府県に居住または勤務 している者で、平成 28年度 (財 )日 本卓球協会登録者であるこ

と。また、全国大会に出場する者は段級制規定に定められた有段者 とする。但 し、 70歳以上の種 目に出



場するものは有段者でなければならないが、その段位は間わない。

。年齢は平成 29年 4月 1日 までに当該満年齢に達 している者であること。

ア サーティ(30歳以上)は昭和 62年 4月 1日 以前に生まれた者。

イ フォーティ(40歳 以上)は昭和 52年 4月 1日 以前に生まれた者。

ウ フィフティ(50歳 以上)は昭和 42年 4月 1日 以前に生まれた者。

エ ローシックスティ(60歳以上)は日召和 32年 4月 1日 以前に生まれた者。

オ ハイシックスティ(65歳以上)は昭和 27年 4月 1日 以前に生まれた者。

カ ローセブンティ(70歳 以上)は昭和 22年 4月 1日 以前に生まれた者。

キ ハイセブンティ(75歳 以上)は昭和 17年 4月 1日 以前に生まれた者。

ク ローエイティ(80歳 以上)は 昭和 12年 4月 1日 以前に生まれた者。

ケ ハイエイティ(85歳 以上)は昭和 7年 4月 1日 以前に生まれた者。

・全 日本社会人卓球選手権大会出場者の本大会への重複出場は禁止する。ただ し、ダブルスのみ全 日本社会

人卓球選手権大会への重複出場を認める。

・外国籍選手は出場できない。ただ し、 日本で出生 し、引き続き 3年以上 日本に在住 している者、または引

き続き 10年以上 日本に在住 している者はこの限 りでない。

・各シングルス種 目への参カロは一人一種 日とする。

5.試合方法   各試合 とも トーナメン ト方式。使用球は 4 0 mullホ ワイ ト球。

6.ル ー ル   現行の 日本卓球ルールによる。

全 日本マスタ~ズ出場者は粒高・アンチ (系 )ラ バーの使用制限はな し。

7.注意事項   全 日本社会人  全 日本卓球選手権大会 (マ スタ~ズの部)への重複出場は禁止する。

全 日本卓球選手権大会 (マ スタ~ズの部 )

全 日本社会人卓球選手権大会 との本大会への重複出場は禁止する。

但 し、ダブルスのみ全 日本社会人選手権大会への重複出場 |ま認める。

8.申 込締切   4月 13日 (水 )

9.中 央大会   全 日本社会人卓球選手権大会 9月 9日 (金 )～ 11
全 日本卓球選手権大会 (マ スターズの部)10月 2

第 29回全国ホープス (西 日本ホープス)卓球大会府予選会

島津アリーナ京都 (京都府立体育館)第 2競技場1.日   時   4月 30日 (土)午前 9時～    2.会   場

3.種 目と代表数 ①男子の部…… 1チーム  ②女子の部…… 1チーム

4.全国大会   全国は 8月 13日 ～ 15日 に東京体育館 03-5474‐ 21Hに て

なお、西 日本代表は、男子・女子各 2チーム (予選会の 2位及び 3位 )

西 日本大会 日は、 8月 19日 ～ 20日 大阪市

5.参カロ資格   平成 15年 4月 2日 以降生まれ、 1チーム 3～ 4名 編成。粒高・ アンチの使用は可。

1つのクラブの選手は全て同じ都道府県の登録者であること。

その他、参加者は平成 28年度 (財)日 本卓球協会に登録 した者 (監督にて引率者含む )。

6.試合方法   ABCXYZチ ームによる lD4S方 式、使用球は 4 0 11ullホ ワイ ト球。

7.参 加 料    1チ ーム 3, 000円 (本大会参加料は 10, 000円 )

8.申 込締切   4月 20日 (水 )

第 35回 全 日本クラブ卓球選手権大会府予選 (小 中学生の部 )

1.日   時   4月 30日 (土 )午後 1時～     2.会   場

3.種 目と代表数 男女小・中学生の部代表各 1チーム

4.参加資格   小 。中学生の部男。女は、各種の全国大会に出場 した者でもよい。

よい。

5.試合方法 1       2             3            4       5
中学生以下 小学生 小 。中学生 or小学生同士 小学生 中学生以下

※小・ 中学生のみ年令の低い者が高い所への出場す る事 を認 める

6.参 カロ料    1チ ーム 3, 000円
7.申 込締切   4月 20日 (水 )

6[]全 日 大 会

2.会 綾部市体育館

日 (日 )新 青森県総合運動公園体育館

1日 (金)～ 23日 (日 )北海道 函館アリーナ

島津ア リーナ京都 (京都府立体育館)第 2競技場

また、年令の低い者だけで構成 しても

①男子団体 (4～ 6名 ) 3チ ーム  ②女子団体 (4～ 6名 ) 3チ ーム

いずれも1ダブルス4シ ングルスの 5試合 3点先取制で単複を兼ねられる。

③男子一般 1部 ④女子一般 1部 ⑤男子一般 2部 ⑥女子一般 2部

⑦男子 50歳代の部 ③女子 50歳代の部 ⑨男子 60歳代の部

⑩女子 60歳代の部

代表は男女とも各 3チーム

1.同  時

3.種 目と代表数

4.参加資格

(実業団予選 )

5月 1日 (日 )9時 ～

(1)実業団

(2)全 日本クラブ

・全国大会への参加選手は段級制規定に定められた有段者 とする。

・チーム編成は、原則 として京都府内の同一官公庁・警察署・消防署・ 工場 。会社・ 商店 。学校 (以 下団体



とい う)単位 とし、平成 27年 4月 30日 以前から引き続き当該団体に正社員、正職員、契約社員 (1年以

上の契約)と して勤務 (所属)し ているカロ盟会員 とする。 (学校の場合、学生、生徒を除 く)

。上の条件でチーム編成ができない場合、同一都道府県内および他都道府県にある同一名称のつ く支局・支

社お よび各工場 (子会社を含む)等 とチームを統合 してもよい。 (チーム名 にA、 Bな どを冠 したものは同

一チームとみなす)その場合、他都道府県登録選手 2名 までをチームに加 えることを認 める。ただし、そ

の選手の本来所属 している団体が大会出場 (予選会を含む)している場合、関連他チームヘ加わることはで

きない。またね本戦において、予選会で敗れたチームか らの補充はできない。

このことを、適用する団体は、申込書にその旨を明記すること。なお、チーム編成に不正または不正 とみ

なされることがあつた場合は失格 とすることがある。

(全 日本クラブ)。 参加者は平成 28年度、 (財 )日 本卓球協会登録者で構成す る団体であること。なお、都道府県予選の申込

み締め切 り日以降の新規選手登録は認められない。また、 日学連、高体連に加盟 している者は出場するこ

とができない。

・男女各部について、同一クラブから複数のチームが出場す ることができる。

・外国籍の選手 (日 本の出生 して引き続き 3年以上 日本に在住 している者、あるいは引き続き 10年以上 日

本に在住 している者は除く)は 1チーム 1名 1ポ イン トに限つて参カロ資格を得 られ る。 (シ ングルスとダブ

ルスに重複 して出場することは出来ない。 )

・本大会に出場 した代表チームのメンバーは、 27年度全国 レディース卓球大会に団体戦・個人戦を問わず

出場することはできない。 (ただ し、予選会を除く。 )

。一般の部 1, 2部男 。女は、第 66回全 日本実業団選手権大会 (本大会)出 場者 (参カロ登録者を含む)は出場

できない。
・一般の部 2部男・女は、

ア 日本学生卓球連盟に所属 していない大学同好会で、過去 3年間 (2013～ 2015)、 下記の全国大会へ出

場 したことのない人で構成 されたチーム。

イ 過去 3年間 (2013～ 2015)下 記の全国大会に出場 したことのない人だけで構成 されたチーム。 (過 去 3

年間に下記全国大会に出場 した選手が一人でも含まれる場合には 1部 とな ります )

ウ 全 日本実業団選手権大会 (予選会を除 く)に 参加 したことのない企業チーム。

※下記大会に出場 したことあつても40歳以上の者は一般の部 2部 に出場できる。

全国大会は、全 日本卓球選手権 (ジ ュニアを含むが、マスタ~ズの部は含まず )、

全 日本選手権 (団 体の部 )、 全 日本社会人選手権、国民体育大会、インターハイ (シ ングルス・ ダブルス )

全 日本学生選手権
。50代の部男 。女は、昭和 42年 4月 1日 以前に生まれた者で構成 された単独チーム。 (50歳以上)

・ 60代の部男・女は、昭和 32年 4月 1日 以前に生まれた者で構成 された単独チーム。 (60歳 以上 )

。登録加盟団体以外 (隣接都道府県)のチームから参加する場合は、当該年度を含め 2年間は当該チーム以

外か らは出場できない。

・参加資格に違反 した場合は失格。大会後に発覚 した場合、成績 (ラ ンキング)を剥奪 し、当該チームは翌

年度の大会に出場できない。

5.試合方法   。各試合 とも トーナメン ト方式。全 日本クラブー般の部、 50代 の部、 60代 の部共 lD4S。 1・ 2査の

0

使用球は 4 0 11ullホ ワイ ト球。

現行の 日本卓球ルールによる。

実業団・ クラブ予選は 1チーム 7, 000円
全 日本実業団  6月 23日 (木 )～ 26日 (日 )

全 日本クラブ  7月 15日 (金 )～ 18日 (月 ・祝 )
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8.申 込締切   4月 20日 (水 )

長野県真島総合スポーツア リーナ

エディオンア リーナ大阪 (大 阪府立体育館 )

1.日   時   5月 3日 (火 。祝)午前 10時～     2.会   場   福知山市体育館

3.種   目   ①ホープス (小学 6年以下)男子・ 単 ②ホープス (小 学 6年以下)女子・単

③カプ (小 学 4年以下)男子・単   ④カプ (小学 4年以下)女子・単

⑤バ ンビ (小学 2年以下)男子・単  ⑥バンビ (小学 2年以下)女子・ 単

4.参加資格   カブ以下の選手がそれぞれの上位種 目に参加 してもよい。但 し1種 目のみ。

ホープスは平成 16年 4月 2日 以降に生まれた者、カブは平成 18年 4月 2日 以降に生まれた者、バ ンビ

は平成 20年 4月 2日 以降に生まれた者であること。

5.試合方法    トーナメン ト方式 (但 しリーグ戦を併用することもある)と し、使用球は 4 0 mullホ フイ ト球。

粒高ラバー及びアンチ系ラバーは使用制限なし。バンビのコー トは高さ66cmを 使用。

試合後のラケッ ト検査で、揮発性有機溶剤が検出された場合は失格。

6.全国大会   エン トリー数はホープス・カプ・バンビとも男女各 2名。

3



7.申込締切

また、ペンホルダー選手に特別推薦枠あり。 (注)推薦は当協会にて決定する。

ホープス以下は 7月 29日 (金 )～ 31日 (日 )兵 庫県グリーンア リーナ神戸

4月 20日 (水 )

1. 同    時

2.会  場

3.種  目

5月 5日 (木 ご祝 )、 及び 8日 (日 ) いずれも 9時 ～

5月 5日 は島津ア リーナ京都 (京都府立体育館)第 1・ 第 2競技場、 8日 は向 日市体育館

男女 とも、 トップ リーグ (ト ップファイブ)1部 ～ 5部
レギュラー リーグ (レ ギュラーフアイブ)1部 ～ 5部

チャレンジリーグ  男子は 1部～10部、 女子は 1部～ 9部

ただ し、チャレンジリーグの男子 10部 、女子 9部 が 9チームに満たない場合は一 クラス上の

チームに併合 して行います。

級別団体 1チーム 4～ 6名 編成 lD4S5試 合 3点先取制、各チーム 2試合以上できるように組合せを

作成 します。前回の結果に基づき編成を行い、クラス毎に 1位か ら最下位 を決めます。

各クラス 1・ 2・ 3位 を表彰す る。

4.試合方法

5.表  彰

6.申 込締切

7.使 用 球

8.注  意

3.種  目   ① 3年生以下男子シングルス

③ 2年生以下男子シングルス

5月 5日 は、男・女 トップ リーグ、レギュラー リーグ、女子チャレンジ リーグ(1部 ～ 8部 )

8日 は、女子チャレンジリーグ(9部 )と 男子チャレンジリーグ(1部～10部)の競技を行 う。

9。 そ の 他   チームの移動者は 90■鳳団体戦に出場できません。移動 され る方の手続き方法は事務局 (小寺)ま で。

1.日   時   5月 13日 (金)9時 30分～   2.会   場  島津ア リーナ京都 (京都府立体育館)第 2競技場

3.使 用 球    4 0 11ullホ ワイ ト球 * 詳細の要項はレディース委員会からお送 りします。

*   全国大会は 8月 5日 (金 )～ 7日 (日 )に静岡県で開催 されます。

1.日   時   5月 29日 (日 )午前 9時～      2.会   場   伏見港公園体育館

4.参加資格   協会登録の中学生、ただ し両方の種 目はで られない。

5.試合方法   数名によるリーグ戦 とリーグ 1位による トーナメン ト。使用球は 4 0 Eullホ ワイ ト球

(た だ し、参加人数多数の場合は、 トーナメン ト方式などへの試合方法の変更 もありうる。)

6.表  彰   各種 目3位以内入賞

7.参 加 料   1人  500円

第 42回京都 レディース若葉大会 (団体 リーグ)

1.日   時   6月 2日 (木)9時 30分～

3.使 用 球   4 0 11ullホ ワイ ト球

く全国ラージボール大会のご案内>

第 29回全国ラージボール卓球大会

1.同   時    6月 30日 (木 )～ 7月 3日 (日 )

3.種  目

2.会  場   所沢市民体育館 (埼玉県 )

② 3年生以下女子シングルス

④ 2年生以下女子シングルス

8.申 込締切   5月 18日 (水 )

2.会  場  島津ア リーナ (京都府立体育館)第 1・ 2競技場

*  詳細の要項はレディース委員会か ら送付 します。

(1)シングルス 各種目A/Bク ラスに分けて実施する。但し、③ o⑨ o①・ ⑬は区別しない

①一般男子シングルス ②男子シングルス40  ③男子シングルス50
④男子シングルス60 ⑤男子シングルス65  ⑥男子シングルス70
⑦男子シングルス75 ③男子シングルス80  ⑨男子シングルス85
⑩一般女子シングルス ①女子シングルス40  ⑫女子シングルス50
⑩女子シングルス60 ⑭女子シングルス65  ⑮女子シングルス70
⑩女子シングルス75 ①女子シングルス80  ⑬女子シングルス85

(2)ダブルス   2名 の合計年齢で、各種目A/Bク ラスに分けて実施。但し、⑦③⑮⑩は区別しない

①一般男子ダブルス  ②男子ダブルス80   ③男子ダブルス100
④男子ダブルス120 ⑤男子ダブルス130  ⑥男子ダブルス140
⑦男子ダブルス150 ③男子ダブルス160  ⑨一般女子ダブルス

⑩女子ダブルス80  ⑪女子ダブルス100  ⑫女子ダブルス120
⑬女子ダブルス130 ⑭女子ダブルス140  ⑮女子ダブルス150
⑩女子ダブルス160

(3)混合ダブルス 2名 の合計年齢で、各種目A/Bク ラスに分けて実施。但し、⑦③は区別しない

①一般混合ダブルス  ②混合ダブルス80   ③混合ダブルス100
④混合ダブルス120 ⑤混合ダブルス130  ⑥混合ダブルス140
⑦混合ダブルス150 ③混合ダブルス160
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4.参加資格 日本卓球協会選手登録者であること。

年齢は、平成 29年 4月 1日 までに当該年齢に達 している者であること。

各選手は、 3種 目の内 2種 目まで出場できる。但 し2種 目出場する場合は必ずシングルスを含めること。

A/Bク ラス分けは、Aク ラスが全 日本選手権大会 (一般、マスターズ)、 全 日本社会人選手権大会出場者

及び過去の本大会 Bク ラス優勝者 (ダブルス種 目を含む)及び希望者。 Bク ラスはAク ラス以外の者。

Aク ラスの者 とBク ラスの者で組むダブルスは、Aク ラスに出場するものとし、ダブルスのパー トナーは

同一加盟団体の者に限る。

シングルス 1名  3, 000円    ダブルス 1組  4, 000円

…JTTA公 認プラスチック求 生生Jmを仁且立る。_

……………………………………………………………<共通事項 >………………………………………………………………………
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参 加 料

申 込 方 法

申 込 先

個人戦シングルスー般¥1,200。 大学生¥1,000。 高校ジュニア以下当00、 ダブルス¥1,500<年 齢区分なし>
団体戦も,000(大学生轟,500。 高校ジュニア以下鴇,500)、 大会要項ごとに定めたものには注意 して下さい

所定の申込用紙 (男 子用 。混合ダブルス用はブルー、女子用はピンク)に記入 し参カロ料を添えて申込ん

でください。

大会申込みは、現金書留または郵送に限 らせていただきます。FAXで の申込み、事務局への持 ち込みは不可 とします。

郵送先は 〒 605-0981京 都市東山区本町 9丁 目108-1
小寺方 京都卓球協会宛              L075-561‐ 2354 FAX 075‐ 561-5793

なお、現金を下記の機関に振 り込んでいただき、そのコピー と大会 申込書を郵送 していただいても構いません。

①郵便局 口座番号  14400-2‐ 33465521  カロ入者名 京都卓球協会

②京都中央信用金庫 壬生支店 普通 口座 054‐0208553京 都卓球協会 会長 小寺光昭

③郵便局 口座番号 00970-9‐ 106383  加入者名 京都卓球協会 (同封の振込用紙 )

島津ア リーナ 大将軍h075462‐ 9191、 京都市 西京極Ъ 075‐313‐ 9131、 伏見港 中書島L075‐ 611‐7081

太陽が丘 宇治市■ 0774‐ 24-1313

・参加者は、必ずゼ ッケンを着用のこと。大会中の負傷 。物品紛失等の事故には一切責任を負いません。

社会人 リーグ事務局 (〒 610‐0361京 田辺市河原御影 6の 3 田阪スポーツ (京 田辺店)L0774-
63-7072)ま でお願い します。

会場の電話

そ の 他
をご記入 くだ さい
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