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ヨ三戸姥 S O 有三方里ゴモ孝幸要害三頁千丘孝幸ノく ，一一舟受用 (6円3 日〜1 0 月8 日)
京 都 卓 球 協 会
格取，・更新講 会(聴講 む)
(公財 日本 球協会公認、 J
6 月 3 目(日)1 3群〜
1・日
時
2，会 場 京都府スポーツセンター東館3F C会議室
5戸26日(土)
3.申込締切
Ⅹ 詳細については別紙参照

平成30年度
I・日
時
3・申込締切

73回 民体 大会卓球競技京 府予選会 (成 ・少 の部
6局16日(土)9群〜
2.会 場 代見港公固体育館
Ⅹ 詳細については別紙参照
6戸 6日(木)

46回京 レデ ース若葉大会(団体リーグ)
1・日
時
6月19日(火)9時30分〜
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3.使 用 球

*

ニッタク40+

3スター球

会場島津アリーナ京都築I・2競技場
詳細の要項はレデイース委員会から送付します。

33 6 回京オープン近府県レディース大会
1・日時7戸12日(木) 9 時3 0分〜
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3.使用球TS P CP40+ 3スター球

*

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。

IN*

会場代見港公園体育館

一

1・日時7 月2 7 日(金) 9 時F˜

3.使用球プラスチック40mm 3スター球

詳細の要項は中体連から送付します。

51回京オープンレディース大会一三共ヘルスケアレデース近畿ブロック予選
l，日時8 月9 日(木) 9 時3 0 分〜2.会場島津アリーナ京都第i ・2 競技場
3.使用球ニッタク40+ 3スター球* 詳細の要項はレデイース委員会から送付します。

平成3 Q度全日本球選手大会京府予選くカデットの。ノ
1・日時9戸2日(日) 9時〜2.会場伏見港公固体育館
3.種目①14才(中学2年以T)男子・単②14才(中学2年以下)友子・単
③13才(中学1年以下) 男子・単④13才(中学1年以T)友子・単

⑤カデット男子・複⑥カデット安手・複
4.参加資格14才(中学2年生以T)は平成l 6年4戸2日以降生まれ
1 3才(中学1年生以下)は平成1 7年4局2 日以降生まれ

ダブルスは同一都道府県で平成l 6年4戸2 日以降生まれたものであれば、誰とでも組むことができる。
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、競技はダプルスから始める。
使用球はTSP CP40+ 3スター球。
6・全国大会エントリー数はシングルス各種目男女各2名、ダプルスは男女各2組。

*種目①〜④のうちいずれか1種目に限り1名の推薦枠(ペンホルダーもしくはカット型選手に限る)あり
(注)推薦は当協会にて決定する。
11月2日(金)〜4日(日) カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)
7. 参加料シングルス工人6 0o円、ダプルスi組i, ooo円

8.申述締切8円22日(木)
天皇杯・皇后杯 平成3O度全日本球選手権大会くジュニアの部ノ京府予選
1・日時

9円I6日(日)9時〜2・会場島津アリーナ京都築Ⅰ競技場

3. 種目

①ジュニア男子・単②ジュニア友子・単
ジュニアは平成13年4戸2日以降生まれ(高校2年生以下)
トーナメント方式

4. 参加資格

5. 試合方法
6.申A]
7.全国大会

使用球はニッタク40千3スター球
9円5日(木)
エントリー数は男子3名、女子3名。
平成31年1円14日(円)〜2O目(日)丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
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3. 使用球

9戸17日(月祝)9群〜
プラスチック40皿3スター球

本

1・日韓

会場島津アリーナ京都第1競技場

詳細の要項は中体連から送付します。
-1-

平成30年度 第73回国民体育大会卓球競技京都府予選会(成年・少年の部)
I・期

日

6戸上6日()午前9時〜
①少年男子の部 ②少年女子の部 ③成年男子の部 ④成年女子の部
2.会 場 代見港公園体育館
3.試合方法 (1) 競技規則は、現行の日本卓球ルールを適用する。(11ポイント5ゲームスマッチ)
(2)使用球は、(公財)日本卓球協会公認プラステツク球40mm ホワイトのみとする。
4，都道府県代表選手の選考について
都道府県大会等に参加し、これを通過したものであること。但し、事情により都道府県大会を実施できない場合
あるいは都道府県大会に参加できない場合には、下記①②の選考方法が認められる。なお、やむを得ない
事情により都道府県大会を実施・参加できない場合は、事前にその事情について、(全射)日本卓球協会と
協議し了承を得ておくこと。にこで、都道府県大会等とは国体予選会、都道府県選手権、その他予め指定し
た競技会、都道府県内ランキングなどを指す)また、選手が都道府県大会等に参加できない場合とは具体的に
どのようなことを指すのか(全射)日本卓球協会の了承を得た上で周知することとする。にこで、「参加」できない

場合とは、具体的に全国大会出場、日本リーグ出場、学生リーグ出場、海外遠征、ナショナルチーム強化合宿
などをい切

①選考基準を事前に周知徹底しておくことを条件に、どの選手をどのような手順で代表とするかについて、代
表選手選考方法は都道府県に任される。
②プロック大会を実施する種別で当該都道府県がブロック大会を勝ち抜いた場合、ブロック大会に実際に参加
した者に替えて、本大会には他の者を参加させることができるが、この場合その者が当該都道府県大会の同
一種目に「参加」していることを条件とする。なお、ここでいう「参加」には「当該都道府県が予め(公財)日本卓
球協会に了承を得た選手選考方法により選出した者」の意味を含むものとする。
③トップアスリートの特例措置を別途定める。
米第73 回国民体育大会予選会免除対象大会
・第I8回アジア競技大会卓球競技
・2018 世界卓球選手権大会
・2018 ア、ジア、ジュニア卓球選手権大会
5. 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準
監督及び選手の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、下記のとおりとする。

①参加資格
(ア) 日本国籍を有する者であることとするが、監督及び選手のうち次の者については、日本国籍を有しない者
であっても成年又は少年の種別に参加することができる。
(1)出入国管理及び難民認定法に定める在留賓格のうち永住者。
(2)学校教育法第I条に規定する学校に在籍する学生及び生徒。ただし、出入国管理及び難民認定法
に定める在留賓格のうち、就学生(主に高校生)及び家族滞在(中単3年生)については、大会実施要
項が定める参加申込締切痔に一年以上在籍していること。また、留学生(主に大学生)については参
加できない。

(3)参加証とする当該年以前に前号(2)の規定に該当していた者。
(イ)各競技の選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長と体育協会会長が代表として認め、選抜
した肴であること。
(グ第71回大会または第72 同大会(都道府県大会及びブロック大会を含む)において選手及び監督の資格
で参加した者は、次の場合を除き第71回大会または第72 回大会と異なる都道府県から参加することはで
きない。

(1)平成29年度に学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者。
(2)結婚及び離婚に係る者。
(3)ふるさと選手制度を活用する者(成年種別)「国民体育大会ふるさと選手制度」による。

(4)一家転住に係る者(少年種別)「一家転住等」に伴う特例措置の考え方による。
(5)JOC エリートアカデミーに在籍する者(少年種別)。
(ェ)選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。
(オ)前記のほか、選手については次のとおりとする。

(i)参加選手は登記大会及び本大会にそれぞれi競技に限り参加できる。
(2)回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することできない。
(8) 健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。
(4)ドーピング・コントロール検査対象に認定された場合は検査を受けなければならない。
(力)監督は以下のいづれかの有資格者とする。また同時に公認審判員以上の審判員資格を有していること。
(1)日本体育協会及び日本卓球協会認定・公認卓球上級コーチ賓格を有する者。
(2)日本体育協会友ぴ日本卓球協会認定・公認卓球コーチ資格を有する者。
(3) 日本体育協会及び日本卓球協会認定・公認卓球上級指導員資格を有する者。
②所属都道府県
所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から出場できる。
(成年種別)
(ア) 居任地を示す現住所(現住所とは住民登録がなされ、日常生活をしている所を指す)
(イ)勤務地
(ウ)ふるさと(国民体育大会ふるさと選手制度による)
米大学生の場合にあっては、居住地を示す現住所またはふるさとのいずれかを選ぶことができる。ただ
し、ふるさとの場合、「国民体育大会ふるさと選手制度」による。
(少年種別)
(ア)居任地を示す現住所(現住所とは住民登録がなされ、日常生活をしている所を指す)
(イ)学校教育法第1条に規定する学校の所在地
(力勤務地
(エ)JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例に定める小学校の所在地
Ⅹ上記に属する都道府県のうち、居住地を示す現住所、勤務地、学校教育法第i条に規定する学校の
所在地のいずれかから参加する場合は、平成30年4戸30日以前から本大会参加時まで、引き続き
当該地にそれぞれ居住、または通学していなければならない。

③選手の年齢基準
(ア)成年種別に参加する者は、平成i2年4戸I日以前に生まれた者とする。
(カ少年種別に参加する者は、平成l2年4戸2 日から平成16年4戸1 日までの間に生まれた者とする。(中単
3年生を含む)
④前記の各事項に疑義のあるときは、(全射)日本体育協会友ぴ当該競技団体が調査・審議の上、(公財)日本
卓球協会がその可否を決定する。
6.参加料 高校生(含中単3年生) 600円、 大学生 1, 000円、 一般 1, 200円
7.代表選考 予選会第I位は代表選手とし、各種別とも他の2名は京都卓球協会理事会にて決定する。
8.近畿大会 近畿ブロック大会は8戸18 日()〜19日(日)和歌山県にて開催。
本 大 会 本大会の代表については、成年男子4チーム、成年女子2チーム、少年男子2チームが近畿ブロック
大会より参加できる。また、少年女子は近畿ブロツク大会を経ずに本大会へ出場できる。
本大会は9月29 目(土)〜io月3 目(k) 福井県敦賀市総合運動会固体育館において開催きれる。
9.申述締切 6戸6 日(k)必着
迷ふるさと選手制度にて予選会参加希望の方は、東山高校宮木先生(TEL075-77卜9121)まで連絡ください。

平成3O年5 月「O日

第57回 近畿卓球選手権大会 実施要項
N P o法人大阪真珠協会

2 3 4 5

主 主 協 日 金

i

催 管賛 時 場

会 長 辻

裕

奈良・京都・兵庫・滋賀・和歌山・大阪の各章球協会
NPO法人大阪卓球協会

株式会社v i cTAs・日本卓球株式会社・株式会社タマス
平成3 0年92 4日(月，祝) 8時3O公開館 9時3 0 狩競技開始
丸善インテツクアリーナ大阪(大阪市中央体育館) メインアリーナ・サブアリーナ・剣道場
https://www. yahataya-park.jp/osaka̲arena/index, html
〒552-0005

大阪市港区回申3-1-4 0

TEL (0 6) 6 5 7 6-0 8 0 0

(交通機関) Osaka Metro (地下鉄) 中央線「朝潮橋駅」下車、徒歩5 分。
他の来館方法 https://www. yahataya-park.jp/access/index. htmlasash;o
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種目別参加割当表
米 シングルス種目別参加割当表[開催府県は定員プラス2名とする]
種目府県協会推庶関西学連推薦高体連推薦中学生推薦

一般男子各府県8名学連l 6名筆厚壁要望
一般友子各府県8名学道l 6名餐軍星豪雙
カヲ男子各府県8名
カブ支子各府県8名
ホープス男子各府県8名
ホープス文子各府県8名
カテツト男子各府県8名
カテツト支子各府県8名

色軍星宙着

ジユニア男子各府県8名

ジユニア安手各府県8名色牽星笘屠
男子サーテイ各府県8名
安手サーテイ各府県8名
男子フオーテイ各府県8名
支子フオーテイ各府県8名
男子フイブテイ各府県8名
主子フイブテイ各府県8名
男子ローシツクステイ各府県6名
主子ローシツクステイ各府県6名
男子ハイシツクステイ各府県6名
主手ハイシツクステイ各府県6名

男子ローセブンテイフリー
支子ローセフンテイフリ一
男子ハイセブンテイフリー

支子ハイセブンテイフリ一
男子エイテイフリー

友子エイテイフリー
備考協会・百体連の割当てについては、各種目とも各府県の中で変更しても
差し支えありません。
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参加資格
<1 )特別推薦枠
の前年度ランキング保持者
・全日本選手権大会(一般・マスターズ・ジュニ・カデット・ホーフス・カブ・パンビ)

・全日本社会人選手権大会
・全日本大学総合選手権大会(個人の部)
・全国高校選手権大会
，全国中学校大会
②前年度の近畿選手権大会において、ベスト8以内に入った者。
く2)近畿の当該府県に在住・在勤・在学の者で有ること。接た、今年度公益財団法人日本卓球協会および
各府県協会加盟登録済みで、各府県協会、各府県高体連、各府県中体連、関西学連の推薦した者。
く4)中学三年生は、ジュニアの部に出場するものとす可
く3)7人「種目とし、推薦は「力所とする。
く5 )高校三年生は、一般の部に出場するものとする。
く6)年齢別種目の範囲

カフ(lO歳以T)平成2o(2OO8年) 4戸2 日以降に生まれた者
ホープス(12歳以T) 平成18年(2006年) 4戸2 日以降に生まれた者
カデット(14歳以下)平成16年(2004年)4戸2日以降に生まれた者

ジュニア(17歳以T)平成1 3 4(2 0 0 1 年)4戸2 日以降に生まれた者

サーティ(3 0歳以上)平成元年(昭和64-1989年)4戸「日以前に生まれた者
フオーティ(4 0歳以上)昭和5 4年(1 9 7 9年)4戸1 日以前に生まれた者
フィフティ(5 0歳以上)昭和4 4年(1 9 6 9年)4戸1 日以前に生まれた者
口一シックスティ(6 0歳以上)昭和3 4年(1 9 5 9年)4円「日以前に生まれた者
ハイシックスティ(65歳以上)昭和2 9年(1 9 5 4年)4戸1 日以前に生まれた者
ローセフンティ(7 0歳以上)昭和2 4年(1 9 4 9年)4 尺1 日以前に生まれた者
ハイセブンティ(75歳以上)昭和「9年(1 9 4 4年)4戸Ⅰ日以前に生まれた者
エイティ(80歳以上)昭和「4年(1 9 3 9年)4戸1 日以前に生まれた者
000）

lo

競技方法各種目とも・トーナメント方式を原則とする。
競技規則①現行の日本卓球ルールを使用し、全試合々i本5ゲームマッチを採用する。
②出場選手は、必ず平成3 0年度日本卓球協会所定のゼツケンを着用のこと。
③揮発性有機溶剤を含むラバー接着剤の使用を禁止する。
使用球日本卓球協会公認球白球(プラスチック丁一ル) 4 0mm とする。
参加料i名につき、2. ooo円(カデット以下は。ooo円)
表彰各種目とも、3位までに賞状・賞品を授与する。(3位決定戦は行わない。)
申込方法予選通過者および推薦者は、それぞれの所属する各県真珠協会にお申込みください
(M西学連推薦者ほか、ランキンヴ@枠参加者は、その旨を記載下さい。)
各府県真珠協会は、参加者を所定のエクタ入力のうえ、下記事務局まで、
セ@デー
メールでお中込下さい。(必ず申し込み害をフリントアウトして郵送のことじ
参加料については下記の銀行に振り込み下さい。(振込手数料は申込者負担とします。)
(申込書逆付先)〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-3 6

""。繋""

大阪府立体育会館内NPO法人大阪真珠協会
T巨L.(0 6) 6 6 3 6-0 8 0 1
メール:otta⑨apricot.ocn.ne.jp
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(参加料振込先)三井住友銀行難波支店音通預金8「O5894
NPO法人大阪真珠協会
申込締切平成30年7戸2フ日(金)必着のこと(予選会が終わりましたら速やかにお申込みください。)

組合せシード会議平成30年8戸26日(日)1 o時〜大阪市立浪速スポーツセンタ一会議室で開催予定。
各府県卓球協会(2名以上)または関西学連・近畿高体連(l名以上)は組合せ担当者の出席をお願いします。
米組み会わせ・結果につきましては、大阪卓球協会ホームページ(http://otta-osakaづp/)
および、PINGPONG KINKIサイト(https://p;ngpongkink叩mdo.com/)にもご協力を得て、
掲載の予定です。
以上

