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(使用球のお知 らせ )
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現行の日本卓球ノラニレジで行うが、容認される項目もある。

6.表  彰

7.参 カロ料

8.申 込締切

2月 31
卓 球

日)

協 会

前回要項でのお知 らせは申込締め切 り日が
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体育館)第 2競技場

3.種  目   全国ホープス選抜卓球大会京都予選会

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カブ (小学 4年以下)男子・単   ④カブ (小学4年以下)女子・単

京都ジユニア年齢別ホープス以下卓球大会
②ホ_プス (小学 6年以下)女子・単①ホープス (小学 6年以下)男子 。単

③カブ (小学 4年以下)男子・単   ④カブ (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   。協会登録の選手(6年生以下の選手が、それぞれの上位種目に参加してもよい。但し、両大会共それぞ

れ 1種 目のみ。 )
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全国ホープス選抜卓球大会京都予選会に参カロした選手で予選を通過した選手は、必ず全国ホープス選抜

卓球大会 (平成 29年 3月 24日 ～ 26日 鳥取県)に 出場すること。また、京都卓球協会が行 う強化合宿や

練習会に参加することを前提とする。
。京都ジユニア年齢別ホープス以下卓球大会参加選手の上位選手の中から後藤杯 (平成 29年 1月 愛知県)

5.試合方法

6.試合規定

や大阪国際招待卓球選手権大会 (平成 29年 2月 大阪)の推薦をする。

どちらの大会もトーナメント方式 (但 しリーグ戦を併用することもある)

使用球は、プラスチ ック製 白色 4 0 11ull公式公認球 (TSP、 ニッタク、バタフライ )。

バ ンビのコー トの高 さは、 6 6 cmを使用。

ラケッ ト検査で揮発性有機溶斉」が検出された場合は失格。

ケガ等については、責任 を負いませんので、ご了解 ください。

全国ホープス選抜卓球大会京都予選会通過選手に推薦状 (6年以下 2人、5。 4・ 3年以下各 1人 )、 京都ジ

ュニア年齢別ホープス以下卓球大会は、各種 目3位以内入賞 (但 し、人数が少ない場合は変更あり)

各 600円 (両大会共参加の場合は、一人 1200円 )

10月 12日 (水 )

3.使 用 球 40111111ホ フイ ト球

2.会  場   島津アリーナ京都第 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。

平成 28年度第 2回京都社会人大会 (シ ングルスの部 )

1.日   時   10月 30日 (日 )9時 ～       2.会   場   城陽市民体育館

3.種  目   ①男子 1部……社会人 リーグ団体戦の部 トップ リーグに出場 している選手

②男子 2部……社会人リーグ団体戦の部 トップリーグ・レギュラーリーグに出場している選手

③男子 3部……社会人リーグ団体戦の部レギュラーリーグに出場している選手

上記規定の選手の中で 50才以上の者

④男子 4部……社会人 リーグ団体戦の部チャレンジリーグに出場している選手

上記規定の選手の中で 60才以上の者

⑤女子 1部 ⑥女子 2部 ⑦女子 3部 ③女子 4部 ……出場規定は男子と同じ

申込種 目は各選手の申告制 とするが、各部の出場選手数及び各選手の戦歴等により、組合会議において

変更することがある。また、原則 として各部優勝者は昇部することとするが、年齢規定に該当する者は

その限 りでない。
3～ 4名 で予選 リーグ戦を行い、後、各リーグ 1位及び 2位 。3位以下 トーナメントを行 う。

使用球は 4 0 11ullホ ワイ ト球

1位 トーナメン トの 1位 、 2位、 3位 (3位決定戦なし)及び 2位以下 トーナメント。3位以下 トーナ

メン トの 1位 を表彰する。

賞状及び賞品は累積ポイン ト制 (年度にまたがり)と し、シングルス大会及びダブルス大会を通じ共用

とする。  1部      1位  15ポ イント   2位  10ポ イント   3位  7ポイント

2部 ～4部     1位  10ポ イント   2位   7ポ イント   3位  5ポイント

2位以下 トーナメン ト・ 3位以下 トーナメント (1部 ～4部)各 1位は 5ポイント

(注)1ポ イン トは200円 で計算。

10月 19日 (水 )
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4.試合方法

5.表  彰

6.申込締切



2.会  場   亀岡運動公園体育館

3.試合方法   年齢別編成チーム対抗戦 市町村単位 1チーム 6人編成

3～ 4チームごとの リーグ戦 と順位別 リーグによる決勝 トーナメン ト

オーダー① 50歳以上男子②一般女子③混合ダブルス④ 40歳以上女子⑤一般男子

ダブルスとシングルスは兼ね られません。オーダーは毎試合変更できます。

4.参加資格   府民総体総則 8に よるほか、 50歳以上男子は昭和 42年 4月 1日 、 40歳以上女子は昭和 52年 4月

1日 以前に生まれた者 とする。また、大学生は 1チーム 1名 以内とし、混合ダブルスだけに出場できる。

5.そ の 他   各市町村か らの選抜のエン トリー となつています。

0分～    2.会   場   島津ア リーナ京都第 1・ 2競技場

3.使 用 球    4 0 mullホ フイ ト球       *  白細の要項はレディース委員会か ら送付 します。

2.会  場    23日 は向 日市体育館、 27日 は島津ア リーナ京都

3.種   目   男女 とも トップ リーグ (ト ップフアイブ)1部 ～ 5部

レギュラー リーグ (レ ギュラーファイブ)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10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。

4.試合方法   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。

5.表  彰

6.申 込締切

8.注  意

9.そ の 他

各 クラス 1・ 2・ 3位 を表彰する。

男子チャレンジリーグ(1蔀ム
;「

F               )の
競技を行う。27日 は、男 。女 トップリーグ、レギュラーリーク

チームの移動者は90旦鼠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。

……………………………………<共通事項 >… ……………………………………………………………………

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¥5,000(大学生当 ,500。 高校 ジュニア以下郭,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 し参加料を添えて申込ん

第 16回京都オープンレデ ィースベス トカ ップル リーグ大会 (団 体 リーグ)

1.日   時   12月 13日 (火)9時 30分～    2.会   場   島津ア リーナ京都

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 ら送付 します。

参 加 料

申 込 方 法

申 込 先

会場の電話

そ の 他

いただきます。事務局への持ち込み、FAXで の申込は不可 とします。

申込みは必ずチーム代表者か らお願い します。 申込締 め切 り後は一切受付致 しません。 ご注意下さい。

郵送先は小寺会長宅で 小寺光昭宛  〒 605‐0981京都市東山区本町 9丁 目108-1
1巴 075-561‐ 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  加入者名 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 )

京都府立 大将軍■ 075462-9191、 京都市 西京極L075‐313‐ 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。

をご記入 ください。

I話モ¬曇要天プニグ (自体)社会人大会 (シ ングルス・ダ でお問合せの場合は全て、

(京 田辺店)L0774-社会人 リーグ事務局 (〒 610‐0361京 田辺市河原御影 6の 3

63-7072)ま でお願いします。

でくだ さい
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