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２０２０年度大会要項社会人・一般用（８月１７日～９月２０日） 

                                               京 都 卓 球 協 会 

 

※ 新型コロナ感染症により今年度の事業予定を変更し、万全の拡大防止対策をもって順次開催します。下記の実施要項 

  をご確認の上、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。尚、感染第２波・第３波によりやむを得ず開催を 

中止とする場合があることをご承知おきください 

また、台風等による気象警報等発令等も併せて、緊急対応については、京都卓球協会ＨＰに掲載しますので、ご確認 

ください。ただし、カテゴリーごとに対応が異なる場合がありますのでご注意ください。 

京都卓球協会ＨＰアドレス（https://kyotopingpong.jimdo.com） 

 

2020 年度 京都ホープス・カブ交流会 

１．日  時 ８月１７日（月）９時～       

２．会  場 島津アリーナ京都 第１競技場 

３．種  目 ①男子ホープス シングルス（小学５、６年生） 

       ②男子カブ シングルス（小学３、４年生） 

       ③女子ホープス シングルス（小学５、６年生） 

       ④女子カブ シングルス（小学３、４年生） 

４．参加資格 男女ともホープスの部には小学５年生と６年生、カブの部には小学３年生と４年生のみ出場可能。 

小学２年生以下は参加を控えてください。 

５．試合方法  ４名程度のリーグ戦。５ゲームマッチ。（チェンジエンドは行わない）表彰は行わない。 

       使用球は ＴＳＰ ＣＰ40＋ 

６．参 加 料 １人 ６００円 

７．申込締切 ８月３日（月）※通常より締切日を早めています。ご注意ください。 

８．そ の 他 ①本交流会の趣旨は、今年度になってホープス以下の試合が相次いで中止になった代替えで、選手のやる気 

維持のための交流会です。ただし、感染症拡大防止対策のため「日本卓球協会における新型コロナウィルス 

感染症対策ガイドライン」にできるだけ沿って行います。そのため残念ながら、小学 2 年生以下の選手の 

参加はご遠慮いただくことになりました。ご理解ご協力の上、よろしくお願いいたします。なお、3 年生 

以上で参加される選手や監督・コーチ・引率者は、以下の感染症対策を理解し実行できるよう各チームで 

準備をお願いいたします。 

       ②選手・監督・コーチ・引率者（1 名）以外は体育館への入場はできません。また競技フロアへは選手・クラブ 

チームにて登録済の役職者のみ入場可とします。その他の方は 2 階観覧席より観戦してください。クラブ 

チーム役職者は必ず役職者章を付けてください。 

③試合を行う際の留意点 

・チェンジエンドは行わない。 

・卓球台の上で手を拭いたりしない。 

・シューズの裏を手で拭くことはしない。 

・握手などの身体を接触させる挨拶は行わない。 

・ラケット交換はせず、各自手に持って見せ合う。 

※選手は記録を記入するための筆記用具（鉛筆）を持参してください。 

 

第 58 回京都レディース３Ｓリーグ大会 

１．日  時   ８月１８日（火）９時３０分～  １部～１０部 

         ８月２７日（木）９時３０分～ １１部～ 

２．会  場   島津アリーナ京都 第１・２競技場 

３．使 用 球     ＴＳＰ CP40＋           ＊ 詳細の要項はレディース委員会から送付します。 

 

2020 年度 京都カデット卓球大会 

１．日  時 ８月３０日（日） ９時～ 

２．会  場 山城総合運動公園（太陽ヶ丘）体育館 

３．種  目 ①男子シングルス（中学 2 年以下） 

       ②女子シングルス（中学 2 年以下） 

４．参加資格 平成１８年４月２日以降生まれで、協会登録の選手。（ホープス以下の選手も参加してよい。） 

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） 

       試合球はＴＳＰ ＣＰ40＋ 

６．表  彰 各種目３位以内入賞 

７．参 加 料 １人 ６００円 

８．申込締切 ８月３日（月）※通常より締切日を早めています。ご注意ください。 

９．注意事項 選手・監督・コーチ・引率者（小学生選手の保護者 1 名以下を含む）以外は体育館への入場はできません。 

また競技フロアへは選手・各中学校の顧問及び外部コーチ・クラブチームにて登録済の役職者のみ入場可と 

します。 

クラブチーム役職者は必ず役職者章を付けてください。 

10．そ の 他 11 月 29 日（日）に予定されているジュニア年齢別選手権（カデットの部）が中止となった場合は、今回の 

試合結果を大阪国際オープン・後藤杯・東京選手権などの推薦者選考の参考とします。 

 

https://kyotopingpong.jimdo.com/
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2020 年度 第２回京都社会人卓球リーグ交流会＜団体＞ 

１． 日 時   ９月 ６日(日)  男子トップ・レギュラーリーグ       島津アリーナ京都 第１競技場 

会 場   ９月１３日(日) 男子チャレンジリーグ           向日市民体育館 

   種 目   ９月２０日(日) 女子トップ・レギュラー・チャレンジリーグ 島津アリーナ京都 第１・第２競技場 

※ いずれも９時～ 

４．試合方法   クラス別団体１チーム４～６名編成４シングルス（４マッチとも行う）。 

・(1)Ｓ (2)Ｓ (3)Ｓ (4)Ｓ  今回はすべての試合をシングルスとし、勝敗に関わらず４番まで行う。 

・２－２の場合はすべてのマッチを合計し、得失ゲーム数及び得失ポイント数により勝敗を決定する。 

・予選リーグ、順位別トーナメントとも、すべて５ゲームスマッチとする。 

         ・チェンジエンドは行わない。 

         ・今回に限り、体調不良等により参加できず尚且メンバー変更できない場合は、１名以下の欠員を認め、オー 

ダーの１番を棄権として試合は成立させるものとする。 

・感染症対策として試合終了時刻は 18 時とします。 

      ・今回は部の昇降格はありません。また棄権のチームも残留とします。 

５．表  彰   各クラス１・２・３位を表彰する。 

６．使 用 球   ＴＳＰ ＣＰ40＋ 

７．申込締切   ８月１９日（水） 

※申込書は社会人リーグ専用申込用紙を使用してください。また男女は別の用紙に分けてください。 

※申込用紙 Excel ファイルを当協会ＨＰに掲載していますのでご利用ください。 

※2019 年度第４回大会、2020 年度第１回大会開催が中止となりましたが、今回の参加についてはあらためて期日 

までに申込書を送付してください。尚、参加料については参加申込書の空きスペースに下記該当文を書き添えて 

ください。 

① チーム数に変更ない場合「第４回振込済」 

② チーム数が増える場合「第４回より○チーム増」（追加参加料を振込、控えを同送してください） 

③ チーム数が減る場合「第４回より○チーム減」（大会当日本部席にて返金します） 

④ 第４回は申し込んだが今回不参加の場合は、事務局へその旨郵送もしくは FAX(075-692-3482)にて連絡して

ください。FAX できない場合は(080-2467-4871)への連絡も受付けます。 

８．そ の 他     ・2020 年度 10 月以降の日程については後日当協会ＨＰに掲載しますのでご確認ください。 

   ・チームの移動者は９０日間団体戦に出場できません。 

   ・大会当日の協会への追加登録は受け付けません。必ず前日までにシステム登録から申請してください。 

         ・高体連・日学連に登録された選手は当該年度中の社会人リーグには出場できませんのでご注意ください。 

         ・９月６日の島津アリーナ京都駐車については 2019 年度第 4 回に送付しました駐車許可証で入場してください。 

          ９月２０日の島津アリーナ京都駐車については、女子チャレンジリーグ１～６部に送付します。 

・上記の件及び所属チームを変更される方の手続き方法については事務局(080-2467-4871 今西)まで、 

その他の件については社会人リーグ運営事務局(0774-63-7072 田阪スポーツ)までお問い合わせください。  

 

第５０回京都レディース若葉大会(団体リーグ) 
１．日  時   ９月１５日（火）９時３０分～    

２．会  場   島津アリーナ京都 第１・２競技場 
３．使 用 球     ニッタク 40＋           ＊ 詳細の要項はレディース委員会から送付します。 

 

 

【共通事項】 

新型コロナウィルス感染防止対策のため、以下の注意事項の遵守をお願いします。  

 ①発熱や咳・咽頭痛など体調がよくない場合は参加を見合わせてください。  

 ②体育館に入場される方全員に「大会参加者健康状態申告書」の提出が義務付けられています。 

チーム代表者は送付した用紙を必要枚数コピーし、事前にチームの参加者全員に配付、記入してもらい、代表者の方がまとめて

当日受付にてご提出ください。尚、京都卓球協会ホームページにも様式を掲載しますのでダウンロードしてご利用ください。 

  ※提出のない方の参加は認められませんので、ご注意ください。  

 ③当日朝、自宅にて検温し 37.0 度以上の発熱がある方は参加をご遠慮ください。  

  また、入館時にも入り口で検温対応を行います。その際 37.0 度以上の発熱が認められた場合は、体育館に入場することはご遠

慮願います。 

 ④各自マスクを持参してください。（競技中以外はマスクを着用すること。本部席での結果の報告時も必ずマスクを着用してくだ

さい。）忘れた場合は実費にて購入していただきます。  

 ⑤こまめな手洗い、アルコールなどによる手指消毒の実施をお願いします。  

 ⑥他の参加者・役員などとの距離の確保に努めてください。また、大きな声での会話や応援などは避けてください。  

 ⑦感染防止のために主催者が決めたその他の措置を遵守いただき、主催者の指示には従ってください。  

 ⑧大会終了後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無などについ

て報告してください。 

※主催者として、消毒をできるだけ行います。ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。 
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【大会当日の流れと重要事項】 

＊  9:00 に開場します。それまでに到着された方は必ずマスクを着用し、他の方との距離を取り必要以外の会話を避けて 

お待ちください。 

＊ 入場の際にサーモグラフィーにて体温チェック及びマスク着用チェックを行います。入場後、手指のアルコール消毒を行

ってください。 

＊ 会場設営完了後、練習はしていただけますが、密を避けるため従来のような形は禁止とします。練習時間を分ける等参加

人数によって配慮し、当日指示しますのでご協力お願いします。 

＊ 競技フロアは冷房にて室温調整しますが、競技フロアのすべての扉は開放するとともに換気扇も作動します。ボールが 

揺れる等の不具合が起こり得ますが、密閉を避けるための対策ですのでご了承ください。 

＊ ボールの消毒については、大会当日にお知らせします。まずはマッチ前後は必須に加え、頻繁な手洗いを行ってください。 

＊ 審判をする時も同じくマッチの前後に手洗いを行い、マスクを着用してジャッジしてください。 

＊ 待機、休憩及び昼食にご利用いただく観客席にては、席を１つおき、列も１列おきに、また対面にならないように着席し

てご利用ください。また飲食時以外はマスクを着用してください。 

＊ 更衣室は利用人数を制限します。シャワー室は利用できません。詳細は大会当日お知らせします。 

＊ (島津アリーナ京都)の出入口について、西側出入口での入退場は禁止とし、１階北側出入口のみご利用ください。尚、館

西側の喫煙所利用の場合は、必ず下履きに履き替え、１階北側出入口より退出し、北側車両ロータリーを経由して西側喫

煙所へ。用が済みましたら経路を戻り、２階事務所出入口にてチェックを受けて後、そこから入場してください 

＊ 最後に上記の対策を遂行するため、運営役員は常時マスクを着用します。また必要に応じてフェイスシールドや手袋等を 

着用することご承知おきください。 

 

 

…………………………………………………………＜申込共通事項＞………………………………………………………………………  

参 加 料  個人戦シングルス一般 ¥1,200・日学連 ¥1,000・高体連ジュニア以下 ¥600、ダブルス ¥1,500(年齢区分なし) 

       団体戦 ¥5,000（日学連 ¥4,500・高体連ジュニア以下 ¥3,500) 

尚、大会要項ごとに定めたものには注意してください 

申 込 方 法       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、参加料の振込票（コピー 

可）を添えて申込んでください。 

※ 社会人リーグについては申込専用用紙を使用してください。(当協会 HP にエクセルファイルを掲載しています) 

申 込 先    京都卓球協会事務局   尚、レディース大会にかかる分は別途レディース委員会より連絡します。 

 

 

 ・振込口座名を間違わないようにしてください。（レディース大会は別の口座です） 

 ・申込は郵送のみでFAXでの申込は不可とします。申込締切後は一切受付致しませんのでご注意ください。（締切日必着） 

 ・郵送先は〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内 

            京都卓球協会   TEL/FAX 075-692-3482   

 ・参加料は下記の機関に振り込んでいただき、必ず振込票コピーと大会申込書を郵送してください。もしくは大会申込書と 

参加料を現金書留にて郵送も可とします。 

 ・振込の際は振込用紙もしくはＡＴＭ利用の振込者名にクラブ名を明記してください。（例：キョウトクラブ ﾀｯｷｭｳﾀﾛｳ） 

➀ゆうちょ銀行 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 

➂ゆうちょ銀行 口座番号 00970-9-106383     加入者名 京都卓球協会（同封の振込用紙）  

 

 会場の電話   島津アリーナ京都 大将軍 ℡075-462-9191、ハンナリーズアリーナ 西京極 ℡075-313-9131、 

伏見港公園体育館 中書島 ℡075-611-7081、太陽が丘 宇治市 ℡0774-24-1313 

         向日市民体育館  向日市 ℡075-932-5011 城陽市民体育館 城陽市 ℡0774-55-6222 

 そ の 他   ・参加選手は、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。 

・年代別の場合は生年月日をご記入ください。 

                  ・事務所は〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70 京都府スポーツセンター内 

京都卓球協会 TEL/FAX 075-692-3482  
（事務所には常駐していません。不在時連絡先 携帯 080-2467-4871）  

         ・問い合わせ対応時間 月～金曜の 10:00～18:00（尚時間外緊急の場合は携帯電話へメッセージを入れて 

ください） 

         ・なお、事務所は京都府スポーツ協会が運営し卓球の他に十数競技団体が入室している京都府スポーツ団体 

事務室です。従いまして、防犯上等々の理由により申込等のための入室はご遠慮いただきますよう 

ご理解の上、ご協力よろしくお願いいたします。 

・参加申込、その他のお問合せ等々につきましては、必ずチーム代表者より連絡お願いします。 

                  ・また社会人リーグ関係につきましては、社会人リーグ事務局（〒610-0361 京田辺市河原御影 6-3  

田阪スポーツ（京田辺店）℡０７７４－６３－７０７２）へお問い合わせください。 


