
平 成 28年 度 大 会 秦 堺 社 会 人 ‐ 一一舟費用  (平成 29年 1月 7日 ～ 3月

京 都 卓 球

ホープス ホープス

平成29年 1月 7日 (土)9時～

島津アリーナ京都 (京都府立体育館)第 2競技場

平成28年度京都ホープス以下卓球大会

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

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

東アジアホープス大会国内予選京都選考会

①小学 5年以下 男子・単      ②小学5年以下 女子 。単

カブ以下の選手がそれぞれの上位種目に参カロしてもよい。但し両大会共それぞれ 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、

31日 )

協 会

(使用球のお知 らせ )

4.参加資格
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予選京都選考会に参加 し予選を通過 した選手は、必ず東アジアホープス大会 日

本代表選考会 (平成 29年 5月 か 6月  東京)に出場すること。

5.試合方法   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。)

京都ホープス以下卓球大会、終了後、東アジアホープス大会国内予選京都選考会を行 う。

6.試合規定   現行の 日本卓球ルールで行 う。ただ し、容認 される項 目もある。

使用球は 4 0 nullホ フイ ト球。バンビのコー トは高 さは、 66cmを 使用。

ラケ ッ ト検査で、揮発性有機溶斉J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。

6.表  彰
   憂フ3ァ f二多要彙彗奮禽隼理宴黒鐘黛彗早≧鼈檀窪拿是鼻鷲秩(合驚銭竿T災『

合は変更有)

7.参 加 料
入すること。)

8.申込締切   12月 21日 (水) *年 末年始を挟むため、締切が早くなつています。

.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お送りしています。3.使 用 球   4 0 11ullホ ワイ ト球        *

9時～

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。

2.会  場   伏見港公園体育館

3.使 用 球    40111111ホ フイ ト球

(注)周知方法については、中体連から各中学校には送付 されますが、チームには送付 されませんのでご注意下さい。

日)9時～     2.會
 ③,ュニァ螢旱甘翁

園
35曽ニァ女子・複3.種  目   ①ジユニア男子・ 単 ②ジユニア女子・時

4.参加資格   ジユニアは平成 11年 4月 2日 以降生まれ (高校 2年生以下 )

(年齢)   但 し、カデ ツ ト以下の選手が参加 してもよい。

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、競技はダブルスから始める。

使用球は 4 0 11ullホ フイ ト球。

6.表  彰   各種 目3位以内入賞

7.参 加 料    シングルス 1名 600円 、ダブルス 1組  1000円
8.申込締切   12月 21甲 (水) *年 末年始を挟むため、締切が早 くなつています。

2.会  場    1月 22日 は島津ア リーナ京都、 2月 1

3.種   目   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10部が 9チームに満たない場合は―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   各クラス 1・ 2・ 3位 を表彰す る。
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鶴 )魂 技を行 九2月 12日 は、女子チャレンジリーグ (1

9.そ の 他   チームの移動者 は 90日 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。

第 64回京都 レデ ィース卓球大会 (2人団ω

1.日   時   1月 27日 (金) 9時 30分～  2.
3.使 用 球   4 0 11ullホ ワイ ト球        *

平成 28年度京都卓球選手権大会

1.日   時   3月 4日 (土 )ダブルスの部  13時 ～

2.会  場   伏見港公園体育館

3.種  目   ①男子シングルス ②男子ダブルス ③女子シングルス

4.試合方法   トーナメント方式。使用球は 4 0 11ullホ ワイ ト球。

5.参加資格   京都卓球協会登録会員、他府県登録者のうち京都府内の高校卒業者、第 38回 (28年度)京都 ジュニア

年齢別選手権大会出場者も参加できる。

6.表  彰   男女シングルス優勝者には京都選手権杯 (持廻り)と 平成 28年度強化費補助金を贈る。

各種 目3位以上入賞

7.ラ ンキング  競技終了後ランキング (男 女 S、 男女D、 ジュニア男女 Sは 8位、カデット以下は4位まで)を発表する

8.申込締切

2.会  場   伏見港公園体育館

3.種   目   ①男子ダブルス 1部……社会人 リーグ トップリーグに出場している選手どうしのペアー及び戦歴が該当

する者 どうしのペアー

②男子ダブルス 2部……上記規定以外のペアー   ③女子ダブルス 1部……出場規定は男子と同じ

④女子ダブルス 2部……出場規定は男子と同じ  ⑤混合ダブルス 1部……社会人 リーグトップリーグ

の部に出場 している選手どうしのペアー及び戦歴が該当する者 どうしのペアー

⑥混合ダブルス 2部……上記規定以外のペアー

申込種目は各ペアーの申告制とするが、各部の出場ペアー数及び各ペアーの戦

歴等により、組合せ会議において変更あり。また、原則として 2部優勝ペアー

は昇部することとするが、ペアーに変更があつた場合はその限りでない。

4.試合方法   3～ 4組で予選 リーグ戦を行い、後、各 リーグ 1位 トーナメント及び 2位以下 トーナメントを行 う。

5.表  彰   1位 トーナメン トの 1位、 2位、 3位 (決定戦なし)及び 2位以下 トーナメントの 1位を表彰する。

賞品は累積ポイン ト制 (年度にまたがり)と し、獲得数・累積 5ポイントにより商品券に交換する。

1部   1位  20ポ イント   2位  16ポ イント   3位  10ポ イント

2部   1位  16ポ イント   2位  10ポ イント   3位   8ポ イント

2位以下 トーナメン ト (1部 。2部 )各 1位  10ポ イント  (1ポ イントは200円 で計算)

6. 申込締切    2月 22日 (水 ) 7.使用球 T S P 4 011ullホ フイ ト球

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 らお送 りしています。

3月 12日 (日 )シ ングルスの部  9時 ～

④女子ダブルス

1.日  時   3月 14日 (火)9時 30分～  2.会   場  島津アリーナ (京都府立体育館)第 1・ 2競技場

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

くその他の大会のお知 らせ>

以下の二つの大会については、別紙申込書に所定の事項をご記入の上、京都卓球協会事務局までお申込みください。

参加人数に制限のある種 目については京都卓球協会競技力向上委員会で決定させていただきます。それで残念ながら選

出されなかつた方は申し訳ございませんが、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。ただし、ホープス 。

カデットは除きます。

第 30回大阪マスタ~ズ (全国オープン)卓球選手権大会

1.同   時

2.会  場

3.種   目

4.参加資格

5.試合方法

6.参 加 料

7.申 込締切

平成 29年 2月 5日 (日 )午 前 9時 30分から

大阪府立体育会館 (エ デ ィオンア リーナ大阪)第 一競技場 。第二競技場 (Ъ 06‐6631-0121)

(地下鉄、近鉄 「難波」駅下車、徒歩約 10分 )

1.硬式男子 30以上  2.硬式女子 30以上  3.硬式男子 40以上  4.硬式女子 40以上

5.硬式男子 50以上  6.硬式女子 50以上  7.硬式男子 60以上  8.硬式女子 60以上

9.硬 式男子 65以上  10.硬式女子 65以上  11.硬式男子 70以上  12硬 式女子 70以上

13.硬式男子 75以 上  14.硬式女子 75以上

一人一種 目限 りとす る。 ただし、該当年齢 より低い種 目に出場することは差 し支えない。

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 とします。

いずれの種 目も、予選 リーグと決勝 トーナメン トを基本 とするが、参加人数により最初か らトーナメン

とす る場合があ ります。使用球は、TSP40111mホ フイ ト球 (プ ラスチック球 )。

一種 日一人について 2, 000円 (損害保険料を含む )

12月 7日 (水 )

‐2‐



4.試合方法

5.参加資格

…都道府県段階の予選はありません

日 (日 )

2.会  場   大阪府立体育会館 (06-6631‐ 0121)及 大`阪市立浪花スポーツセンター (06-6643-644)

3.種  目   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)

(参加数)  ⑤ジユニア男子(8)  ⑥ジユニア女子 (8)  ⑦カデット男子(8) ③カデット女子(8)

⑨ホープス男子 (8)  ⑩ホープス女子 (8)

トーナメン ト法、使用球は、TSP40nlmホ フイ ト球 (プ ラスチック球 )。

と前回各種 目のベス ト8(但 し、男女シングル不はベス ト16)、

本年度の世界・全国大会 ランキング選手

6.申 込方法   京都卓球協会 より選出の うえ各チーム代表者に参加料等案内します。 ご了承 ください。

7.申 込締切   12月 7日 (水 )

2.場  所   東京体育館 (03‐ 5474‐ 21H)

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

(申 込可能分) 5。 男子サーテイ   6.男 子フオーテイ  7.男 子フィフテイ  8.男 子ローシックスティ

9。 男子ハイシックステ イ 10.男 子 ローセブンティ H.男 子ハイセブンティ

12.男 子 ローエイティ  13.男 子 ローエイティ 14.男子ナインティ  15.女子サーテイ

16.女子 フオーテイ   17.女 子フィフテイ   18.女 子ローシックステ ィ

191女子ハイシックステイ   20.女 子 ローセブンティ   21.女 子ハイセブンティ

22.女子 ローエイティ  23.女 子ハイエイティ 24.女子ナインティ

25.男子ジュニア   26.女 子ジュニア  (平成 H年 4月 2日 以降に生まれた者 )

27.男 子カデ ッ ト   28 女子カデ ット  (平成 14年 4月 2日 以降に生まれた者 )

29.シ ヨウビズの部

4.参加枠

5.ルール             4 0 11ullホ フイ ト球でプラスチック球。

同 じユニフオームの対戦を避けるため、 2種類以上のユニフオームを持参すること。

6.年齢計算   平成 29年 4月 1日 までに該当年齢に達 している者 (満年齢計算で)

7.申 込方法   参加制限により申込順で達成次第打ち切 ります。事務局の TELは 075‐ 561‐2354(小寺宅)へ。

(注)氏名、種 日、生年月 日、住所を同時にお知 らせ ください。

8.最終締切   12月 14日 (水 )

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

個人戦シングルスー般¥1,200。 大学生¥1,000。 高校ジュニア以下巧00、 ダブルス¥1,500く 年齢区分な し>

団体戦も,000(大 学生当 ,500。 高校ジュニア以下¥3,500)、 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

でくだ さい。

、事務局への持ち込みは不可 とします。いただきます。FAXでの申込

。 ご注意下 さい。
08-1

申込締め切 り後 は一切受付致 しません

〒 605‐0981京都市東山区本町 9丁 目 1
郵送先は小寺会長宅で 小寺光昭宛

Ъ 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)

*注意事項

京都府立 大将軍L075462‐ 9191、 京都市 西京極Ъ 075‐313‐ 9131、 伏見港 中書島Ъ 075‐ 6H‐ 7081

太陽が丘 宇治市L0774‐ 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。

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)Ъ 0774-
63-7072)ま でお願いします。

参 加 料

申 込 方 法

申 込 先

会場の電話

そ の 他
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大阪マスターズ・大阪国際・東京選手権

大会参カロ申込書

申込者  チーム名

代表者名 FAX

☆備考欄には、協会推薦枠以外の特別推薦参加者のランキング等を記入して下さい。

☆申込書が足 りない場合は、コピーして下さい。

☆申込書送 り先 〒605-0981 京都市東山区本町九丁目108-1月 寺ヽ 光昭 方

NO 種   日 氏   名 所  属 年齢 生年月 日 備 考

1 男。女  ・

2 男.女

3 男.女

4 男.女

5 男。女

6 男 .女

7 男.女

8 男。女

9 男.女

10 男 .女

(いずれかを○で囲んで下さい)

申込日 平成  年  月  日

TEL

TEL 075-561-2354
FAX 075-561-5793

京都卓球協会


