
平成 31 年度富山県卓球協会 

 

卓 球 大 会 要 項 集 

 

 

   大会の要項を冊子にまとめて作成し一括送付致します。 

   つきましては、大会に出場希望の方は大会要項及び下記注意事項を確認のうえ、申込みされますよう 

よろしくお願い致します。 

    またホームページも開設していますので是非ご覧下さい。 

 

記 

（１）選手登録は毎年５月末日までに完了して下さい。 

（２）富山県卓球協会に未登録の選手は出場できません。（ゼッケンを着用しない選手の出場は認めない） 

（３）申込みは所定の用紙で行って下さい。（郵送に限る）メール受付も可能です。メール申込の場合は、 

返信メールをします。返信がない場合は、確認お願いします。 

   とくに、申込み責任者連絡先（電話番号）携帯番号を明記して下さい。緊急・確認に使用します 

 締切日厳守 また、申込みは種目別に行ってください。（用紙は別にする） 

（４）申込みのあった者は、棄権でも参加料を徴収します。但し、プログラム登載前（大会６日前）に取 

り消しの郵便が到着した場合は徴収しません。 

（５）締め切り日以後の電話での申込み、取り消しは、一切受付しません。 

（６）当日朝の申込みは特別の場合を除き認めません。 

（７）出場年齢制限は、平成 31 年度中に当該年齢に達する者であること。 

（８）全種目揮発性の有機溶剤を含む接着剤･ラバークリーナーの使用は禁止です。 

（９）ダブルスの場合は、パートナーと同じユニフォームで出場することが好ましい。 

（10）県主催予選会･大会でのベンチコーチは、団体戦以外は原則としてなしと致します。 

    （ホープス・カブ・バンビの部は除く）タイムアウト制は採用しません。 

（11）全国大会の要項、各変更等の速報は、日本卓球協会ホームページを参照ください。 

（12）ルール変更で白ユニホームの使用が制限されました。詳しくは、日本卓球協会ホームページ 

を参照願います。 

 

    ※ 申込書記入の個人情報は、卓球大会関連以外は使用いたしません。 

    ※ ラージボールの部の申込先が変更になっております。 

    ※ 中学の部の申込先住所、電話が変更になっております。 

 

    7 月 5 日（金）～7 日（日）第 2 回全日本ラージボール卓球選手権大会 県総合体育センター 

 

 

富山県卓球協会 

 

https://www.toyamatabletennis.com/ 
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１．第 28 回東アジアホープス卓球大会 日本代表選考会 県予選

会 
 

1．日    時      平成 31年４月 6日（土）午前９時  

2．場    所    富山県総合体育センター(大アリーナ） 

3．主  催    富山県卓球協会 

4．種  目   （選出）   ①ホープス男子（１名）   ②ホープス女子（１名） 

5. 競技方法      予選リーグ及び決勝トーナメント戦とする。ベンチコーチ有り、タイムアウト制は無し。 

6. 参加資格   2007年（平成 19年）４月２日以降に生まれた者であること。（６年生以下） 

         平成 30年度全日本選手権大会ホープスの部の決勝トーナメントで１勝した者とカブの部 

ランキング保持者（ベスト８）の者は、推薦出場出来る。  

7. 参 加 料      １名９００円                              

8. 使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス（プラスチック） 

9. 申 込 先   〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛    

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10.申込締切     一週間前までとする。 

11.そ の 他     (1) 本大会期日 2019年5月16日（木）～18日（土） 

(2)会 場    武蔵野総合体育館（東京都武蔵野市） 

〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 TEL：0422-56-2200 

本大会参加料  ３，０００円   宿泊 各自お取り下さい 

アジア大会     「第28回東アジアホープス卓球大会」日程：2019年夏季予定 中国卓球学院（中国・上海） 
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2.富山県レディースダブルスオープン卓球大会 
１．日  時：平成 31年４月 6日（土）午前９時 

２．場  所：富山市体育文化センター 

３．主  催：富山県レディース卓球連盟 

４．種  目：ダブルス戦  

５. 競技方法： ⑴ 予選リーグ（1ブロック 5組） 

      ⑵ 順位別決勝リーグ 

      ⑶ 順位別決勝トーナメント 

✱全て５ゲームズマッチ 

６．参加料 ：1組 ２，０００円 

７．使用球 ：公認球 40㎜ 

８．申込先 ：〒933-0852 高岡市下黒田 549 木呂場久子 E ﾒｰﾙ受付 korochan@p2.tcnet.ne.jp 

                                                 Tel/Fax 0766-21-9201 

９．申込締切：一週間前とする 

10. その他  ：県外 参加可 
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3. 第 74回国民体育大会候補選手一次選考会（成年の部） 
1．日    時      平成 31年４月 7日（日） 午前９時 

 2．場    所      富山県総合体育センター  （大アリーナ） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      成年男子、（ブロック 2）成年女子（県単） 

                 一次選考会 推薦選手は申込書に推薦と記入して申込みお願いします。 

 5．競技方法      リーグ戦又はトーナメント戦とする。エントリー人数に応じて協会が決定する。 

 6．選手選考      代表選手選考は、選考基準により協会が決定する。  

 7．参 加 料      シングルス １,２００円   （県外大学生は、県登録料 500円が必要となります。）  

 8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp    FAX 076-436-1234 

10．申込締切      一週間前までとする。 

11．そ の 他      (1) ふるさと制度適用者（一般・大学生）で、本籍地からの出場を希望する者は県登録が必要と

なる。（※県外大学生は、ふるさと制度に該当者となる）申請は、当日可能 

(2)一次選考会上位者が二次選考会の出場資格を得る。北信越国体、国体に参加できない選手は

一次選考会にエントリーしないこと。（詳細は選考基準による）      

                 （3） 北信越国体 日程／会場 ８月24日（土） 松任総合運動公園体育館 

白山市倉光四丁目 22   電話：076-276-4844 

              （4） 国     体 9/28（土）～10/2（水）まで   会 場 「日立市池の川さくらアリーナ」  

           〒316-0034 茨城県日立市東成沢町 2-15 -1 TEL：0294-35-0767 
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4. 全農杯 2019 年度全日本卓球選手権大会 

（ホープス・カブ・バンビの部）県予選会 
1．日    時      平成 31年 4月 28日（日） 午前９時 

 2．場  所      高岡市ふくおか総合体育センター（Ｕホール） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

 4．特別協賛      全国農業協同組合連合会 協 賛 北日本新聞社（予定） 

 5．種  目      (1) ホープス男・女シングルス     （各 3名） 

  （選出数）     (2) カブ男・女シングルス         （各 3名） 

                 (3) バンビ男・女シングルス      （各 3名） 

                  (4) 特別推薦枠：前記の人数以外にホープス・カブ・バンビ男女 6種目の内、2種目（各 1名）

まで認める。  但し、ペンホルダーもしくはカット型選手に限る。 

                      ※特別推薦枠の対象となるペンホルダー選手、カット型選手について 

（1）ペンホルダー選手 

1） 予選大会でシェークハンドであった選手をペンホルダーに変えて推薦するようなことは認められない。 

2）裏ソフトラバーまたは表ソフトラバーを主戦としたスタイルとし、フォアハンドつぶ高、アンチラバー主戦の

選手は避けること。但し、つぶ高、アンチラバーを裏面に貼り、補助的ないし戦術的に利用する場合は問題

ないものとする。 

（2）カット型選手 

1）カットを主戦とするプレースタイルの選手。 

ホープスは平成 19年４月２日以降生まれた者であること。（小学 6年生以下） 

                      カブは平成 21年４月２日以降生まれた者であること。  （小学 4年生以下） 

                      バンビは平成 23年４月２日以降生まれた者であること。 （小学 2年生以下） 

6．競技方法      全種目トーナメント戦及びリーグ戦とする。 

ベンチコーチは採用します。・タイムアウト制は採用しない。 

7．参 加 料      １名 ９００円 

8．使 用 球     日本卓球株式会社のプラ 3スタープレミアム 

 9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp   FAX 076-436-1234 

10．申込締切      ２週間前の日曜日までとする。 

11．その他      (1) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。           

参加料シングルス１人  ３,０００円  全農様より副賞賞品、参加賞の提供 

            (2) 主催者ならびに特別協賛社（全農）が参加者の写真・映像を広報資料などに使用することに対

して肖像権を主張しない 

(3)日程／会場 2019年 7月 26日（金）～28日（日）   

神戸市グリーンアリーナ     〒654-0163 神戸市須磨区緑台 電話 078-796-1155 
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５.中部日本卓球選手権大会(カデットの部) 県予選会 
1．日  時      平成 31年４月２９日（月・祝） 午前９時 

2．場  所      高岡市ふくおか総合体育センター（Ｕホール） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社 

5．種  目   カデット男子シングルス・カデット女子シングルス 

6．競技方法   トーナメント戦とする。 

7．選手選考   カデット男・女 各２４名 

8．参 加 料     シングルス１名 ９００円 

9．参加資格   カデット男女 中学２年生以下 

前年度ランキング保持者は、本大会推薦となりますので当日参加申込・参加料を納付してくださ

い 

10．使 用 球      ニッタク（プラスチック） 

11．申込締切      平成 31年４月 12日(金)までとする。（厳守） 

申込み期間 平成 31年４月 1日（月）～平成 31年４月 12日（金） 

12．申 込 先      所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛    E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

13．そ の 他     （１）本大会への出場権を得た選手は、当日に参加申込を行い、参加料 2,500円を納入すること。

（２）カデット・ホープス・カブの部 

日程／会場８月31日（土）9月1日（日） 会場／津市サオリーナ 

〒514-0056三重県津市北河路町19番地1  TEL：059-223-4655 
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6. 第 69回全日本実業団卓球選手権大会 県予選会 
1.日  時      2019年 5月 5日（日） 午前９時 

2.場  所      富山県総合体育センター(大アリーナ） 

3.主  催      富山県卓球協会 

4.種  目      男子団体 女子団体 

  （選出数）    １ 部 男（４チーム）・女（３チーム） 

5.競技方法      チームは監督１名、コーチ１名、選手４～６名を登録し、 

４シングルス・１ダブルスで編成し、３番目にダブルスを置き、３点先取法により行う。又、単複

に重複して出場することが出来るが、１・２番の選手でダブルスを組むことは出来ない。尚、外国

選手の出場は、各試合で単複いずれか１回のみとする。 

6.参 加 料      １チーム ４，８００円 

7.使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

8.申込締切      二週間前までとする。 

19.申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp FAX 076-436-1234 

10.そ の 他      (1) 段位を取得していない者は本大会に出場することは出来ない。 

 (2) 本大会への出場権を得たチームは当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

      参加料１チーム  ５０,０００円     

                (3) 日程／会場 2019年 7月 18日（木）～21日（日） 

和歌山ビッグホエール 

〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2丁目1-1  電話番号：073-433-0035 

監督・コーチは当該年度（公財）日本卓球協会役員登録をする。監督・コーチは必ず役員章を大会時、腕に付ける事。 

注1）段級制規程要約 

段位取得について（平成４年３月の理事会・評議員会で承認された等級制(現段級制)規程改正に基づく） 

①全日本社会人卓球選手権大会②全日本選手権大会（マスターズの部） 

③全日本選手権大会（一般・ジュニア） ④全日本選手権大会（団体の部） ⑤全日本実業団選手権大会 

上記５大会に出場する者は、規程に基づく下記の段位を必ず取得していなければならない。この規程を無視した者は出場が取り消 

される場合がある。ただし、全日本選手権（マスターズの部）の７０歳以上の種目については、下記の規程によらず、有段者である 

ことを条件として、その段位を問わないものとする。 

段位取得規程要約（平成元年以降） 

（ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 

（イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 

（ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 

（エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 

（オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞経験者・・・・５段 

（カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・・・・・・・６段 
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７.第 38 回全日本クラブ卓球選手権大会 県予選会 
1．日  時     2019年 5月 5日（日） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター(大アリーナ） 
3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      (1) 男子の部 １部・２部・50代の部・60代の部・小中学生の部・ 

   （選出数）    （2）女子の部 １部・２部・50代の部・60代の部・小中学生の部・ 

                    男女各種目 １チーム 

   
一般の部 ：監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、監督のみでコーチがいないチー ム編成も認める）。登録選手

による4シングルス、1ダブルスを編成し、1番にダブルス をおき、3点先取法により勝敗を決定する。但し、1番ダブ

ルスに出場した選手は2番の シングルスには出場できない。  

50代の部 ：選手は50才以上で登録する。監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、 監督のみでコーチがいないチー

ム編成も認める）。登録選手による4シングルス、1ダブ ルスを編成し、1番にダブルスをおき、3点先取法により勝敗

を決定する。但し、1番ダブルスに出場した選手は2番のシングルスには出場できない。  

60代の部 ：選手は60才以上で登録する。監督1名、コーチ1名、選手4～6名を登録する（但し、監督のみでコーチがいないチーム

編成も認める）。登録選手による4シングルス、1ダブ ルスを編成し、1番にダブルスをおき、3点先取法により勝敗を

決定する。但し、1番ダブルスに出場した選手は2番のシングルスには出場できない。  

小･中学生の部：監督1名、コーチ1名、選手4～6名（小・中学生のみ）を登録する（但し、監督のみで コーチがいないチーム編

成も認める）。登録選手による4シングルス1ダブルスで編成し、1番にダブルスをおき、3点先取法により勝敗を決定

する。但し、1番ダブルスに出場し た選手は2番のシングルスには出場できない。 

1番        2番    3番     4番    5番 

小･中学生or 小学生同士 小学生 中学生or小学生  小学生  中学生or小学生 

※シングルスとダブルスの２試合に出場できるが、シングルスのみ２試合出場することはできない 

※第 1 ステージのリーグ戦は原則 3 チームリーグとする 

※両チーム整列時に、試合に出場する既定の4名以上のメンバーがその場に整列していなければならない。  

（メンバー不足の場合は団体戦として無効となる。） 

5. 参加資格  

1)参加者は 2019年度、（公財）日本卓球協会登録者で構成するチームであり、選手は選手登録、 監督、コーチは役

員登録を出場チームにおいて登録をしていること。監督、コーチは必ず役員章を大会時、腕に付ける事。 

なお、都道府県予選の申込み締め切り日以降の（公財）日本卓球協会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事ができない。  

2) 参加チームは、同じ都道府県、所属で登録している役員、選手からなるクラブ単位とし、都道府県代表として参

加する事。(平成30年度より：隣接都道府県からの参加は認めない。）  

3)出場選手は（予選会を含めて）同一年度に一人一種目までとする。  

4)卓球メーカーチームも参加できる。但し、ブランド名、商品名をチーム名に用いてはならない。ク ラブ名を使用

すること。  

5)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。  

6)予選出場選手と本大会の選手を、予選出場チーム間で入れ替えることはできない。また、予選会で 敗れたチーム

の選手が本大会出場チームへ加わることはできない。なお、前年度ランキングチーム の選手がチームを代えて予選

に出場できるのは2名までとする。予選方法は加盟団体に一任する。  

7)前年度ランキングチームはそのランキング種目に無条件出場できる。但し、無条件参加資格を持つ チームが、本

大会の都道府県予選会に申込みをした場合は、申し込んだ時点で無条件参加資格を放 棄したものとして取り扱う。  

8)前年度ランキングチームが『前年度一般の部から50代の部』、『前年度50代の部から60代の部』  

に出場する場合、選手が4名以上同じであることを条件に推薦出場することができる。  

9)外国籍の選手（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

ている者は除く）は1試合1名1ポイントに限って参加資格が得られる。（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。）  



10)本会が認めた場合、特別チームを出場させることができる。  

11)本大会に出場した代表チームの選手は、第一三共ヘスルケアレディース2019･第42回全国 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。（但し、予選会を除く。）  

12)一般の部1,2部男･女は、第69回全日本実業団選手権大会（本大会）出場選手（参加登録者を含 む）は出場できな

い。 

13)一般の部2部男・女  

①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、('16～'18)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。  

②過去3年間('16～'18)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1人でも含まれる場合には1部となる）  

③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があっても40歳以上の者は一般の部2部に出場できる。  

全国大会 a）全日本卓球選手権(一般・ｼﾞｭﾆｱの部）、b)全日本選手権（団体の部）、c）国民体育大会、  

d）全日本社会人卓球選手権、e）全国高等学校卓球選手権（ｼﾝｸﾞﾙｽ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）、  

f)全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）  

14）50代の部男・女は、昭和45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才以上)  

15）60代の部男・女は、昭和35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才以上) 

16）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。また、年令の低い者だけで構成してもよい。  

17）前年度一般2部優勝チームのみが一般１部に推薦出場するものとしその他の一般2部のランキングチームは一般1

部もしくは一般2部いずれかを選択し推薦出場できる。  

18）参加資格に違反した場合は失格とする。なお、大会後に発覚した場合は成績（ランキング）を剥奪し、当該チー

ムと登録監督・コーチおよび選手は翌年度の本大会に出場することはできない。  

19）9）を適用するチームが出場する加盟団体は申込書にその旨を明記すること。  

（外国籍選手は※と備考に記載） 

6．競技方法      団体戦   監督１ 名、コーチ１ 名、選手４ ～ ６ 名を登録することができる。 

7．参 加 料      １チーム ４，８００円 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申込締切      二週間前までとする。 

10．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp    FAX 076-436-1234 

11． そ の 他     (1) 本大会への出場権を得たチームは当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                     一般の部１部・２部・50代の部・60代の部 30,000円 小中学生の部 20,000円 

(2) 日程／会場 2019年10月11日（金）～14日（月･祝） 

監督会議 各種目、競技日程初日前日の15：00～（於：メッセウィング・みえ大研修室） 

                    
 競 技 10月 11日（金） 50代の部、60代の部  

12日（土） 一般2部、50代の部、60代の部、小･中学生の部  

13日（日） 一般1部、2部、小中学生の部  

14日（月） 一般1部、2部（参加数により2部を3日制にする） 

郡山総合体育館 〒963-8016 福島県郡山市豊田町3-10  電話番号：024-934-1500         
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８.第 42回全国レディース大会県予選会                 
1. 日  時     2019年 5月 5日（日） 午前９時 
2. 場  所      富山県総合体育センター(大アリーナ） 

3. 主  催      富山県レディース卓球連盟 

 4．種  目     ①団体戦（４単・１複）   ②個人戦ダブルス（合計年齢別）                   

 5．競技方法      ①団体戦 

                 （イ）チーム編成 

    各チーム共、監督 1名、コーチ 1名、選手 6～9名を登録する（但し、監督のみでコーチがいない

チーム編成も認める）。競技は 6名による 1ダブルス 4シングルスで行う。なお、選手が監督、コ

ーチを兼ねることは差支えないが、必ず役員登録をすること。 

                  （ロ）オーダー順序 

1 2 3 4 5 

60 歳以上 50 歳以上 ダブルス 40 歳以上 30 歳以上 

            1）出場選手は、シングルスとダブルスに重複して出場することはできない。 

2）年齢条件を満たす場合、選手は試合毎に出場年代を変更して出場する事ができる。 

3）ダブルスには、年齢条件はない。 

②個人戦（ダブルス） 

Ａ 合計年齢 60から 109歳 

Ｂ 合計年齢 110から 125歳 

Ｃ  合計年齢 126以上 

Ｄ  合計年齢 140歳以上（各々の年齢が 70歳以上であること） 

 ※年齢は、2020年 4月 1日までに当該年齢に達している者である事。 

※合計年齢の多いペアが合計年齢の少ないクラスへの出場可能。 

 6．選 出 数      団体戦  1チーム 

                 個人戦ダブルス ＡＢＣＤ各クラス 各 1組   

7．参 加 料      団体１チーム  ４,８００円  ダブルス１組  １,４００円 

8．参加資格  参加は、30才以上の女性とする。編成チームのメンバーは原則として同一クラブに所属しているこ

と。但し、同一クラブで年齢制限等により編成できない場合に限り、富山県レディース卓球連盟

の承認があれば富山県内の他クラブより 1名の参加が出来る。（隣接都道府県での編成は認めな

い） 

                 （年令は、2020年 4月１日迄に当該年齢に達している者であること） 

選手は第 38回クラブ選手権本大会代表の選手の出場は、できません。（但し予選会は、除く） 

9．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

10．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛    

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

11．申込締切      二週間前までとする。 

12． そ の 他    （1）申込書には、必ず生年月日、年齢を記入すること 

               （2）本大会出場者は当日申込みの上、参加料納入のこと 

                     団体１チーム ２０,０００円   ダブルス１組  ４,０００円 

（3）全国大会 日程 2019年8月2日（金）～4日（日） 

会 場 甲府市小瀬スポーツ公園体育館 〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町８４０    

（4）北信越ブロック大会 2019年９月 28日（土）・９月 29日（日） 

亀田総合体育館 〒950-0144 新潟市江南区茅野山 3-1-13. TEL：025-381-1222 
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９. 富山県ラージボール・ダブルスオープン卓球大会 
1．日    時     ２０１９年 5月 5日（日） 午前９時 （開場８：００） 

2．場  所     富山県総合体育センター  （中アリーナ） 

3．主    催     富山県卓球協会 

4．種    目     ・混合ダブルス ・男女ダブルス     

                   ①119才以下   ②120才～139才   ③140才以上。  ④150才以上 

5．競技方法      予選リーグ及び決勝トーナメント戦とする。 

                  県外 オープン参加可  

6. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

        10:10 以降は、2ポイント差とする。 

7．参 加 料      １組 １，６００円 

8．使 用 球      公認球 （プラスチック） 

9．申込締切      二週間前までとする。 

10.申 込 先      〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 ﾒｰﾙ takaokamanyo2019@yahoo.co.jp 

                   郵送とメール受付                携帯電話 090-2129-5193 
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10.第 71 回中部日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 
1．日  時      2019年５月 6日（月祝） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター （大アリーナ） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社 

 5．種  目   ジュニア 男子・女子 

 6．競技方法   トーナメント戦とする。 

 7．選手選考   ジュニア 男・女 各 24名 

 8．参 加 料     シングルス１名 ９００円 

9．参加資格   ジュニア男子・女子は、2003年４月２日以降に生まれた者。（高校２年生以下） 

前年度ランキング保持者は、本大会推薦となりますので当日参加申込・参加料を納付してください。 

          前年度中部日本選手権ジュニアランキング保持者は、該当種目以上に無条件で参加できるものとする。 

中学生以下の選手は、ジュニアの部に重複参加してもよい。 

10．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス     （プラスチック）  

11．申 込 先      ジュニアの部  〒939-1521南砺市苗島 443番地 

富山県立南砺福野高等学校 宮浦 渉 宛 ＴＥＬ 0763-22-2014  ＦＡＸ 0763-22-3194 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp （五百崎） 

12．申込締切      4月 22日（月）までとする。（厳守） 

13. そ の 他  （１）本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                    参加料１人  ２,５００円 

                （２）一般・ジュニアの部日程／会場 ７月 20日（土）～22（月） 

福井県営体育館  〒918-8027 福井県福井市福町 3-20（福井運動公園内） TEL：0776-34-1542 
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11.第 71 回中部日本卓球選手権大会（一般の部）県予選会 
1．日    時      2019年５月 18日（土） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター  （大アリーナ） 

3．主    催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社 

5. 種  目     １．一般男・女（各 24名）        ２．一般男・女ダブルス（各 16組） 

                 ３．サーティ男・女（無制限）       ４．フォーティ男・女（無制限） 

                ５．フィフティ男・女（無制限）      ６．シックスティ男・女（無制限） 

                ７．ハイシックスティ男・女（無制限）８．セブンティ男・女（無制限） 

6．競技方法      トーナメント戦とする。 

7．参 加 料      一般  １,２００円 高校生以下  ９００円 ダブルス  １,４００円 

8．参加資格      サーティ男子・女子           1990年４月１日以前に生まれた者。 

                  フォーティ男子・女子         1980年４月１日以前に生まれた者。 

                  フィフティ男子・女子         1970年４月１日以前に生まれた者。 

                 シックスティ男子・女子       1960年４月１日以前に生まれた者。 

                 ハイシックスティ男子・女子   1955年４月１日以前に生まれた者。 

                  セブンティ男子・女子         1950年４月１日以前に生まれた者。 

                  ランキング保持者は、本大会推薦となりますので当日参加料を納付してください。 

9．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

10．申し込先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp     FAX 076-436-1234 

11．申込締切      二週間前までとする。 

12．そ の 他      (1) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                     参加料 シングルス１人３,０００円   ダブルス１組 ４,０００円 

(2) 一般・ジュニアの部日程／会場 ７月 20日（土）～22（月） 

福井県営体育館  〒918-8027 福井県福井市福町 3-20（福井運動公園内） TEL：0776-34-1542  

(3) 本大会出場希望者は、原則として予選会に出場して下さい。 
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12.第 6回ジュウイック杯 富山県レディースダブルス団体オープン 

卓球大会 

１．日  時：平成 31年 ５月 19日（日） 午前９時 

２．場  所：富山市体育文化センター 

３．主  催：富山県レディース卓球連盟 

４．後  援：㈱ ジュウイック 

５．種  目：団体戦 （１チーム、３人でダブルス３組を構成する） 

1部：中級～上級者        ２部：初級～中級者 

６．競技方法：⑴ 予選リーグ（１ブロック４チーム ） 

       ⑵ 順位別決勝トーナメント（1回戦は 3組目まで行うが後は２点先取） 

７．参加料 ：１チーム ３，０００円 

８．使用球 ：公認球 40㎜ 

９．申込先 ：〒933-0852 高岡市下黒田 549 木呂場久子 E ﾒｰﾙ受付 korochan@p2.tcnet.ne.jp 

                                                 Tel/Fax 0766-21-9201 

１０．申込締切：２週間前とする 

１１．その他 ：県外 参加可 
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13.富山県民スポレク祭ラージボール卓球大会 
 

1．日    時      2019年５月 26日（日）  （開場８：００）  

 2．場    所     福光体育館 

 3．主    管     富山県卓球協会・福光卓愛会 

4．種  目     

      ⑴ 団体戦 1部 監督 1名・1番 フリー男子 ・2番 50才代女子 ・3番 60才代男及び 50代女 

・4番 フリー女子 ・5番 50才代男子   合計 5名 

団体戦 2部 監督 1名・1番 フリー男子 ・2番 70才代女子・3番 75才以上男及び 70才以上女子 

                    ・4番 フリー女子   ・5番 70才代男子   合計 5名 

※ 監督は選手を兼ねることができる。上記のほか、選手 2名を加えることができ、最大 8名とする。 

尚、高い年齢者が低い年代に出場することができ、男子の代わりに女性の出場を認める。   

      ⑵ 男女ダブルス     ①119才以下   ②120～139才   ③140才以上 

※年齢は平成 31年４月１日現在の年齢とする。 

5．競技方法  団体戦・個人戦とも予選リーグを行い、上位による決勝トーナメントを行う。 

6. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

        10:10 以降は、2ポイント差とする。 

7．参 加 料    団体  1チーム 1,000円   個人戦  ダブルス 1組  400円 

  8．使 用 球      公認球 （プラスチック） 

9．申 込 先     〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 メール takaokamanyo2019@yahoo.co.jp 

                  郵送とメール受付                         携帯電話 090-2129-5193 

10．申込締切      平成 31年４月２1日（日）までとする。 

11.参加資格    ・フリー参加、特に資格は問わない。（日本卓球協会登録の有無は問わない） 

・団体戦のチームは登録クラブ、郡市単位とする。 

12.問合せ先     寺田 利雄     携帯 090-8969-0069 
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14.中部日本卓球選手権大会(ホープス･カブの部) 県予選会 
1．日  時      2019年 6月 2日（日） 午前９時 

2．場  所      高岡市ふくおか総合体育センター（Ｕホール） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社 

 5．種  目   ホープス男子・女子 / カブ 男子・女子   

 6．競技方法   予選リーグ及び決勝トーナメント戦とするベンチコーチ有り、タイムアウトは採用しない 

 7．選手選考   ホープス男子・女子 各 32名 / カブ 男子・女子 各 24名 

8．参 加 料     シングルス１名 ９００円 

9．参加資格   ホープス男女６年生以下 カブ男女４年生以下 

            前年度ランキング保持者は、本大会推薦となりますので当日参加申込・参加料を納付してください。 

10．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス（プラスチック） 

11．申 込 先     〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp 

12．申込締切      二週間前までとする。（厳守） 

13．そ の 他    （１）本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                   参加料１人  ２,５００円 

（２）カデット・ホープス・カブの部 

日程／会場８月31日（土）9月1日（日） 会場／津市サオリーナ 

〒514-0056三重県津市北河路町19番地1  TEL：059-223-4655 
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15．第 74 回国民体育大会候補一次選手選考会（少年の部） 
1．日  時     一次選考会 2019年６月 8日（土）    二次選考会 2019年 7月 7日（日） 

2．場  所     富山県総合体育センター（大アリーナ）   会場 富山市総合体育館（第 2アリーナ） 

3．主  催     富山県卓球協会 

4. 種  目    少年男子（ブロック 3）、少年女子（ブロック 2） 

参加資格 高校生・中学三年生 

5．競技方法    ６月 8日 （土）  一次選考会  トーナメント戦とする。 

７月 7日 （日）  二次選考会  リーク゛戦とする。 

6．選手選考    代表選手選考は、選考基準により協会が決定する。 

7．参 加 料     シングルス ９００円 

8．使 用 球       ニッタク・ＴＳＰ・タマス（プラスチック） 

9．申 込 先      〒939-1521南砺市苗島 443番地 

富山県立南砺福野高等学校   宮浦 渉 宛 

ＴＥＬ 0763-22-2014  ＦＡＸ 0763-22-3194 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp （五百崎） 

10．申込締切    二週間前までとする。 

11．そ の 他     （1）北信越国体 日程／会場 ８月24日（土） 松任総合運動公園体育館 

白山市倉光四丁目 22   電話：076-276-4844 

               （２） 国     体 9/28（土）～10/2（水）まで  会 場 「日立市池の川さくらアリー

ナ」  

             〒316-0034 茨城県日立市東成沢町 2-15 -1 TEL：0294-35-0767 
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16． ロート製薬杯・全国ホープス卓球大会 

兼東日本ブロック大会 県予選会 
1．日    時     2019年６月 9日（日） 午前９時 

 2．場  所      高岡市ふくおか総合体育センター（Ｕホール） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社（予定） 

 5．種  目      全国ホープス ・男子団体戦（１チーム）   ・女子団体戦（１チーム） 

  （選出数）   東日本ブロック・男子団体戦（３チーム）   ・女子団体戦（３チーム） 

 6．競技方法    ①チームはクラブ単位とし、監督（引率者）1名、コーチ1名、選手3～4名で編成する。 

但し、監督のみでコーチがいないチーム編成も認める。 

②４シングルス１ダブルス（３番にダブルス）ブロック別のリーグ戦とする 

                  タイムアウト制は、採用しない。                                                                   

（３名の場合）                             （４名の場合） 

                        １  ２   ３  ４  ５                １  ２  ３  ４  ５ 

           ＡＢＣチーム Ａ   Ｂ   ＢＣ  Ａ  Ｃ    ＡＢＣチーム   Ａ   Ｂ   ＣＤ  Ａ  Ｃ 

 ＸＹＺチーム  Ｘ   Ｙ   ＸＺ  Ｙ  Ｚ    ＸＹＺチーム   Ｘ   Ｙ   ＷＺ  Ｙ  Ｚ 

 7．参 加 料      １チーム ３，６００円 

 8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp    FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前の日曜日までとする。 

11.参加資格    ①選手は平成19年4月2日以降に生まれたものであること。  

②登録の単位はクラブとし、同一クラブから複数のチームが出場できる。なお、クラブと他クラ

ブの混成チームは認めない。  

③1つのクラブの選手は全て同じ都道府県の選手登録者であること。また、外国籍でも日本に居住

していればクラブに所属できるものとする。  

④予選会で敗れたチームのメンバーになっていた選手が、同一クラブのチームが代表となったか

らといって、その選手を代表チームメンバーへと変更することはできない。 

12．そ の 他  (1) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                    参加料 １チーム 10,000円   東日本ブロック大会 15,000円 

              (2) 日程／会場 2019年 8月 14日（水）～16日（金）/甲府市小瀬スポーツ公園体育館 

〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町 840番地 TEL：055－243－3111  

(3) 東日本ブロック大会日程／会場      未定 
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17. 第 74 回国民体育大会候補選手二次選考会（成年の部） 
1．日    時    2019年６月 9日（日）  午前９時   

（二次選考会出場選手確定後に最終調整するので、日程変更の可能性あり） 

 2．場    所     高岡市ふくおか総合体育センター（Ｕホール） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

 4. 種  目     成年男子（ブロック２）、成年女子（県単） 

 5．競技方法      リーグ戦とする。 

 6．選手選考      代表選手は、選考基準により協会が決定する。 

 7．参 加 料      シングルス １,２００円 

（県外大学生は、県登録料５００円が必要となります。一次選考会登録者は、不要） 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス ホワイトボール（プラスチック） 

 9．参加資格   一次選考会上位者及び一次選考会免除者（選考基準による）ホームページ参照 

10．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp    FAX 076-436-1234 

11．申込締切      二週間前の日曜日までとする。 

12. そ の 他      (1) ふるさと制度適用者（一般・大学生）で、本籍地からの出場を希望する者は県登録が必要と

なる。（※県外大学生は、ふるさと制度に該当者となる）申請は、当日可能 

                 （2）北信越国体 日程／会場 ８月24日（土） 松任総合運動公園体育館 

白山市倉光四丁目 22   電話：076-276-4844 

              （3） 国     体 9/28（土）～10/2（水）まで  会 場 「日立市池の川さくらアリーナ」  

           〒316-0034 茨城県日立市東成沢町 2-15 -1 TEL：0294-35-0767 
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18. ねんりんピック 県予選会（ラージボール卓球競技） 
1．日    時      2019年 6月 16日（日） 午前９時３０分 （開場８：３０） 

 2．場    所      大門総合体育館    

 3．主  催      富山県いきいき長寿財団 

4．主  管   富山県卓球協会 

5.参加資格       ・60歳以上とする（昭和 35年４月１日以前に生まれた者） 

・今回は、平成 30年度開催県であったことから平成 30年度ねんりんピック本大会参加者 

も参加できる。但し、秋田大会、富山大会と連続参加者は、参加できない。 

 6．種  目      ・男女シングルス      

  （選出数）     年令区分は以下の通り 

                  男子７０歳以上 ２名 （昭和 25年４月１日以前に生まれた者） 

男子６５歳以上 １名 （昭和 30年４月１日以前に生まれた者） 

                  男子６０歳以上 １名 （昭和 35年４月１日以前に生まれた者） 

         女子６０歳以上 １名 （昭和 35年 4月 1日以前に生まれた者）  

                  女子６５歳以上 １名 （昭和 30年４月１日以前に生まれた者） 

                  女子７０歳以上 ２名 （昭和 25年４月１日以前に生まれた者） 

・混合ダブルス 

年齢区分      ①120～139才     ②140才以上   ③150才以上 

今年度においても、７０歳以上男子は、監督兼任として、出場願います。 

7．競技方法      ・予選リーグ終了後、決勝トーナメント戦を行う。 

8. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

 10:10 以降は、2ポイント差とする。 

9. 参 加 料       シングルス１名 ９００円     ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  １４００円 

10. 使 用 球    公認球 （プラスチック）   

11. 申 込 先     〒933-0935 高岡市博労本町 10-23 坪内啓治 メール keijit@p1.tcnet.ne.jp 

郵送とメール受付  携帯電話 090-2031-1497  Fax0766-28-1498 

  12．申込締切      2019年 5月 31日まで（厳守） 

  13. そ の 他      富山県卓球協会に未登録の選手も出場出来る。 
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19. 第53回全日本社会人卓球選手権大会 県予選会 
1．日    時      2019年 6月 30日（日） 午前９時 

 2．場  所      新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．協  賛   北日本新聞社（予定） 

 5．種  目     （選出数）  (1) 男・女シングルス （各４名）      (2) 男・女ダブルス（各２組） 

 6．競技方法      トーナメント戦 

 7．参 加 料      シングルス １，２００円       ダブルス １，４００円 

 8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

 9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11．そ の 他      (1) 全日本卓球選手権大会（マスターズの部）への出場権を得た者は､全日本社会人卓球選手権

大会へは出場出来ない。但しマスターズの部に参加した者でも、全日本社会人卓球選手権大

会の男女ダブルスには出場することが出来る。 

                (2) 段位を取得していない者は本大会に出場出来ない。 

外国籍選手は出場できない。但し、日本で出生し、引続き３年以上日本に在住している

者、または引続き日本に10年以上在住している者はこの限りではない。 

ダブルス種目については出場資格制限はない。 

                 (3) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                    参加料シングルス１人３,０００円  ダブルス１組 ４,０００円 

(4) 日程／会場 2019年9月6日（金）～8日（日） 会 場 熊本市総合体育館 

熊本市電Ａ系統 「市立体育館前」より徒歩約10分 

〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水2-7-1  TEL：096-385-1010 

段位取得規程要約（平成元年以降） 

（ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 

（イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 

（ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 

（エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 

（オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞経験者・・・・５段 

（カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・６段 
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20. 全日本卓球選手権大会（マスターズの部）県予選会 
1．日  時     2019年 6月 30日（日） 午前９時 

 2．場  所      新湊アイシン軽金属スポーツセンター 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．協  賛   北日本新聞社（予定） 

 5．種  目     （1）男・女サーティ         （各２名）   (2) 男・女フォーティ       （各２名） 

  （選出数）   （3）男・女フィフティ       （各２名）   (4）男・女ローシックティ   （各２名） 

                 （5）男・女ハイシックスティ （各２名）   (6）男・女ローセブンティ   （各２名） 

                （7）男・女ハイセブンティ   （各２名）   (8) 男・女ローエイティ     （無制限） 

                  (9) 男・女ハイエイティ    （無制限） 

6. 競技方法      種目別によるリーグ戦及び決勝トーナメント   

7．参 加 料      シングルス １，２００円、 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先     〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前とする。 

11．そ の 他     (1) 全日本社会人卓球選手権大会への出場権を得た者は全日本卓球選手権大会（マスター                     

ズの部）へは出場出来ない。また、本大会に出場できない選手はエントリーしないこと。 但

し、マスターズの部に参加した者でも、全日本社会人卓球選手権大会の男女ダブルスには出

場することが出来る。 

                 (2) 段位を取得していない者は本大会に出場出来ない。 

外国籍選手は出場できない。但し、日本で出生し、引続き３ 年以上日本に在住して 

いる者、または引続き日本に 10 年以上在住している者はこの限りではない。 

                 (3) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                  参加料シングルス１人  ３,０００円 

(4) 日程／会場 2019年11月2日（土）～4日（月）高知県立春野総合運動公園体育館（JR高知

駅より、とさでん交通路面電車「はりまや橋」駅下車とさでん交通バス「南はりまや橋」

より横浜経由高岡（営業所）行 春野運動公園中央下車） 

〒781-0311 高知県高知市春野町芳原2485   TEL：088-841-3105 

段位取得規程要約（平成元年以降） 

（ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 

（イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 

（ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 

（エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 

（オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞経験者・・・・５段 

（カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・６段 
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21. 第 73 回国民体育大会候補選手二次選考会（少年の部） 
1．日  時     2019年７月 7日（日） 午前９時 

 2．場  所     富山市総合体育館（第 2アリーナ） 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目   少年男子（ブロック 3）、少年女子（ブロック２） 

            参加資格 高校生・中学三年生   

 5．競技方法     二次選考会  リーク゛戦とする。 

 6．選手選考    代表選手選考は、選考基準により協会が決定する。 

 7．参 加 料     無 料 

8．使 用 球     ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先     〒939-1521南砺市苗島 443番地 

富山県立南砺福野高等学校 宮浦 渉 宛 ＴＥＬ 0763-22-2014 ＦＡＸ 0763-22-3194 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp （五百崎） 

10．申込締切    二週間前までとする。 

11．そ の 他   （1）北信越国体 日程／会場 ８月24日（土） 松任総合運動公園体育館 

白山市倉光四丁目 22   電話：076-276-4844 

              （２） 国     体 9/28（土）～10/2（水）まで  会 場 「日立市池の川さくらアリーナ」  

             〒316-0034 茨城県日立市東成沢町 2-15 -1 TEL：0294-35-0767 
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22. 第 32 回全国ラージボール卓球大会県予選 

1．日  時     2019年 7月 28日（日） 午前９時３０分 （開場８：３０） 

 2．場  所      大門総合体育館 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目      (1)男子シングルス（年代別）選出人員は、各クラス優勝者 1名 

プラス残りの人選は、参加人数の多いクラスへ 

県卓球協会にて、調整いたします。2位以下での決定戦を実施する。  

女子シングルスは、各クラス優勝者 1名、プラス残りの人選は男子と一緒です。  

          参加枠男子：１５名、女子：１５名 選出   

5. クラス別    ＜男子＞                ＜女子＞ 

① 一般（年齢制限なし） 各１名     １名 

          ②４０歳以上       各１名     １名 

          ③５０歳以上       各 1名     １名 

          ④６０歳以上       各 1名     １名 

          ⑤６５歳以上       各 1名     １名 

          ⑥７０歳以上       各 1名     １名 

          ⑦７５歳以上       各 1名     １名 

          ⑧８０歳以上       各１名     １名 

          ⑨８５歳以上       各１名     対象者不在 

         (2)混合ダブルス（年代別 合計年齢）選出組数は、各種目 １組 

プラス残りの選出は、参加組数の多いクラスへ  シングルス同様とします。 

          参加枠：１０組 選出 

①  一般（年齢無制限）  １組 

② ８０歳以上       １組  

③ １００歳以上      １組 

④ １２０歳以上      １組  

⑤ １３０歳以上      １組  

⑥ １４０歳以上      １組  

⑦ １５０歳以上      １組 

⑧ １６０歳以上      １組 

 5．競技方法      (1) 予選リーグを行い上位１位、２位による決勝トーナメント戦とする 

         本大会、広島県で開催される大会に、参加できない者は、エントリー資格は、ないものとする。 

         また、各年代枠において、エントリー人数が満たない場合は、他の年代に割り当てとし 

         県卓球協会にて、調整するものと致します。 

 6．参 加 料      (1)男・女シングルス １人 １，３００円 

         (2)混合ダブルス   １組 １，６００円 

 7．使 用 球      公認球（プラスチック） 

 8．申 込 先      〒933-0935 高岡市博労本町 10-23 坪内啓治 メール keijit@p1.tcnet.ne.jp 

郵送とメール受付  チームコード番号、ID番号記載の事   携帯電話 090-2031-1497 

 

9．申込締切      ２０１９年６月 30日（日）までとする。（厳守） 

10. その他      全国大会の試合方法は、３人（組）の一次リーグを実施ご、一位上がりの決勝トーナメント       

です。      各種優勝者は１名（組）とする。 

11. 推薦枠    無し 

12.全国大会申し込み  予選会当日に、全国大会への申し込み、手続きを完了していただくものとします。 

13.参加資格    ①参加者は、当該都道府県に居住または勤務している者で平成31年度（公財） 

          日本卓球協会選手登録者、予定者であること。 

mailto:keijit@p1.tcnet.ne.jp


         ②年齢は、平成32年４月１日迄に当該年齢に達しているものであること。 

          （但し、一般に出場する選手の年齢制限はない） 

（イ）４０（４０歳以上）は、昭和55年４月１日以前に生まれた者 

（ロ）５０（５０歳以上）は、昭和45年４月１日以前に生まれた者 

（ハ）６０（６０歳以上）は、昭和35年４月１日以前に生まれた者 

（ニ）６５（６５歳以上）は、昭和30年４月１日以前に生まれた者 

（ホ）７０（７０歳以上）は、昭和25年４月１日以前に生まれた者 

（ヘ）７５（７５歳以上）は、昭和20年４月１日以前に生まれた者 

（ト）８０（８０歳以上）は、昭和15年４月１日以前に生まれた者 

（チ）８５（８５歳以上）は、昭和10年４月１日以前に生まれた者 

 

         ③各選手はシングルス、混合ダブルスの両種目に出場することができる。 

         ④2019年度全日本ラージボール卓球選手権大会申し込みをする選手は 

出場できない。 

          （予選会については、都道府県に一任する 富山県は参加OKです。） 

          ＊混合ダブルスは、ペア解消してもその年度はどちらか一つの大会のみ 

           出場できるものとする。 

         ⑤2019年度全日本ラージボール卓球選手権大会シングルス８位、 

          ダブルス３位（４組）までに入った選手は、翌年度全国ラージボール卓球 

          大会には出場できない。（第３３回大会）ただし、混合ダブルス３位まで 

          入りペア解消時は、翌年度全国ラージボール卓球大会に出場できる。 

         （その場合、推薦資格はありません） 

         ⑥同一種目内において、一般と年代別を重複して出場はできない。 

         ⑦混合ダブルスのパートナーは、同一加盟団体の者に限る。 

14.全国大会開催期間 2019年11月22日（金）～11月24日（日） 

15.会場      広島県立総合体育館  〒730-0011 広島県広島市中区基町4-1 TEL（082）228-1111 

16.参加料     シングルス１名 ３０００円、ダブルス１組 ４０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.全日本卓球選手権大会（カデットの部）県予選会 
1．日    時      2019年８月 11日（日）午前９時 

 2．場  所     富山県総合体育センター  （大・中アリーナ） 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．協  賛   北日本新聞社（予定） 

 5．種  目      (1) 13歳以下男・女シングルス（平成 18年４月２日以降に生まれた者）（男女各 2名） 

  （選出数）     (2) 14歳以下男・女シングルス（平成 17年４月２日以降に生まれた者）（男３女 2名） 

(1) (2)の中から特別枠１名を加える。但し、ペンホルダーもしくは、カット限る。（推薦者は、協会が決定する。） 

※特別推薦枠の対象となるペンホルダー選手、カット型について 

1) 予選大会でシェークハンドであった選手をペンホルダーに変えて推薦するようなことは認められ

ない。 

2) 裏ソフトラバーまたは表ソフトラバーを主戦としたスタイルとし、フォアハンドつぶ高、アンチ主

戦の選手は避けること。但し、つぶ高、アンチラバーを裏面に貼り、補助的ないし戦術的に利用する

場合は問題ないものとする。 

3）カットを主戦とするプレースタイルの選手。 

                (3) 男・女ダブルス（平成 17年４月２日以降に生まれた者）   （各１組） 

                         本大会推薦者なし。ベンチコーチ・タイムアウト制は、採用しない。 

 6．参 加 料      シングルス１名 900円、ダブルス１組 1,400円 

 7．使 用 球      株式会社タマス社のﾊﾞﾀﾌﾗｲｽﾘｰｽﾀｰﾎﾞｰﾙＡ40＋を使用する。 

8．申 込 先      所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛    E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

          Tel (076)434-3200   Fax (076)434-3209 

9．申込締切      2019年７月 26日(金)までとする。（厳守） 

申込み期間 2019年７月 15日（月）～年７月 26日（金） 

10．そ の 他      (1) 本大会への出場権を得た選手は、当日に参加申込を行い、参加料シングルス１人３，０００

円、ダブルス１組４，０００円を納入すること。 

                (2) 日程／会場 2019年11月8日（金）～10日（日） 

山口県維新百年記念公園スポーツ文化センターアリーナ 

〒753-0815 山口県山口市維新公園4-1-1  TEL:083－922－2788 
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24.全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県予選会 
1．日    時      2019年９月 14日（土） 午前９時 

 2．場  所      富山県総合体育センター(大アリーナ） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社（予定） 

 5．種  目   （選出数） (1) ジュニア男子 （2名）     (2) ジュニア女子 （２名） 

 6. 競技方法      トーナメント戦とする。   

         ベンチコーチ・タイムアウト制は、採用しない。 

 7．参 加 料      シングルス１名 900円 

8．参加資格      平成 14年 4月 2日以降に生まれた者（高校２年生以下） 中学・小学生の参加可能 

男・女ジュニア、出場する選手は日本国籍を有する者とする。 

但し、男・女ジュニア、は下記の各号の１つに該当すれば外国籍選手も参加できる。 

（イ）日本国民であった者の子（養子を除く）で引き続き３年以上日本に住所または居所を有する者。 

（ロ）日本で生まれたもので引き続き３年以上、日本に住所又は居所を有するもの。又はその父、母（養父母を除

く）が日本で生まれた者。 

（ハ）引き続き10年以上日本に居所を有する者。 

（二）日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から３年を経過し、かつ引き続き１年以上日本に住所を有する者。 

9．使 用 球      株式会社 VICTAS社の CP40+3スター 

10．申 込 先      〒939-1521南砺市苗島 443番地 

富山県立南砺福野高等学校   宮浦 渉 宛   ＴＥＬ 0763-22-2014  ＦＡＸ 0763-22-3194 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp （五百崎） 

11．申込締切      二週間前までとする。 

12. そ の 他      (1) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                   参加料シングルス１人３,０００円  

               (2) 日程／会場 2020年1月13日（月）～19日（日） 

            丸善インテックアリーナ大阪（ 丸善インテックアリーナ大阪（ 大阪市中央体育館） 

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1-40 

電話番号：06-6576-0800  最寄り駅：朝潮橋駅から徒歩約5分 

段位取得規程要約（平成元年以降） 

（ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 

（イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 

（ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 

（エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 

（オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞経験者・・・・５段 

（カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・６段 
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25. 富山県ラージボールダブルス団体卓球大会 
1．日  時      ２０１９年９月１４日（土） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      ダブルス団体戦  

5．競技方法       １． 70歳未満の団体 

２． 70歳以上の団体（若い方へ出場しても良い） 

(1) １チーム３名で３組みのダブルスをつくる。 

                 (2)予選リーグは、１ブロック３～４チームで行い３組目まで戦う。 

(3)予選リーグの１位・２位は上位グループの決勝トーナメントへ、３位・４位は下位グループの

決勝トーナメントへ進むことができる。（勝敗は２点先取とする。） 

6. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

        10:10 以降は、2ポイント差とする。 

7．参 加 料      １チーム 3,900円 

8．使 用 球     公認球 （プラスチック）  

9．申 込 先      〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 メール takaokamanyo2019@yahoo.co.jp  

                   郵送とメール受付                          携帯電話 090-2129-5193 

10．申込締切     二週間前までとする。 
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26. 富山県団体卓球選手権大会 
1．日  時      2019年９月 15日（日） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター(大・中アリーナ） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      (1) 男子１部、男子２部  (2) 女子１部、女子２部 

（注）２部の出場資格は原則として、平成 28年度以降(過去３ケ年※40才以上は除く）、の富山県

一般ランキング 選手を含まないチームとし、最終決定は県協会が行う。 

5. 競技方法      予選リーグ及び決勝トーナメント 

6. チーム編成    １、２、４、５番シングルス、３番ダブルスとし、単複を兼ねることが出来るが１、２番で 

ダブルスを組むことは出来ない。 

7．参 加 料      一般１チーム ４，８００円、 小・中・高校生チーム ３，６００円 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス  （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11．そ の 他      ２部の出場資格は、富山県一般ランキング選手を含まないチームとするが、但し高校生及び 40才

以上の選手については、２部で出場できる。 
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27.第１回カデットポイント戦(名古屋オープン大会予選会) 

１．日  時    2019年 10月 6日（日） 午前９時  開場 午前８時 

２．会  場    高岡市ふくおか総合文化センター  Uホール【予定】 

３．主  催    富山県卓球協会 

４．種  目    カデット男子シングルス・カデット女子シングルス 

５．競技方法    トーナメントでベスト１６決定後、リーグ及びトーナメントで順位を決定する。 

６．選手選考    男・女各 8名 

７．参 加 料    ５００円 

８．参加資格    カデット男女 中学１・２年生 

９．使 用 球    公認球（本大会の使用球で行う） 

10．申込締切    2019年９月 20日（金） 

          申込み期間 2019年 9月 9日(月)から 9月 20日(金) 

11．申 込 先    所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛 E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

Tel(076)434-3200 ／Fax (076)434-3209 

12．その他     ・ 会場準備は参加者全員で行いますので、なるべく開館時間に合わせてご来場ください。 

・ コートが空き次第敗者によるトーナメント戦を行います。(人数によっては実施できない場

合もあります。) 

          ・ 本大会出場権を得た選手は、当日に参加申込を行い、参加料を 2,000円納入すること。 
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２８.後藤杯（名古屋オープン大会）ホープスの部 県予選会 
1．日  時       2019年 10月 26日（土） 午前９時 

2．場  所       ふくおか総合文化センター  Uホール  予定 

3．主  催       富山県卓球協会 

4．協  賛       北日本新聞社（予定）    

5．種  目       (1)ホープス男子   (2)ホープス女子 （3）カブ男子 （4）カブ女子 

6. 競技方法       予選リーグ及び決勝トーナメント 

         ベンチコーチは、採用します。タイムアウト制は、採用しない。 

7. 代表選出数     ホープス男女 各８名 カブ男女 各８名 

8．参 加 料       ９００円 

9．使 用 球       ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

10．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

11．申込締切      二週間前までとする。 

12．そ の 他      前年度ランキング選手は、推薦者となる。 

本大会参加料 2,000円    
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２９．全日本卓球選手権大会（一般の部）富山県予選会 
1．日  時      2019年 10月 26日（土）～27日（日） 午前９時 

 2．場  所     ふくおか総合文化センター  Uホール   予定 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．協  賛   北日本新聞社（予定） 

 5．種  目     19日 (3)男子ダブルス  （１組 ）      (4)女子ダブルス  （１組） 

   （選出数）     19日 (5)混合ダブルス  （１組 ） 

          20日  (1)男子シングルス（3名 ）      (2)女子シングルス（２名） 

 6．競技方法      トーナメント戦とする  シングルス上位４名で決勝リーグを行う 

                  高校・中学・小学生も参加できます。   ベンチコーチ・タイムアウト制は、採用しない。 

 7. 参 加 料     シングルス 1,200円、高校生以下 900円、ダブルス 1,400円 

 8．使 用 球      株式会社 VICTAS社の CP40+3スター 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11．そ の 他      (1) 段位を取得していない者は本大会に出場出来ない。 

         (2) また、本大会に出場できない選手はエントリーしないこと。 

男・女シングルス、男・女ダブルス、混合ダブルスに出場する選手は日本国籍を有する者とす

る。但し、男・女ダブルス、混合ダブルスは下記の各号の１つに該当すれば外国籍選手も参加で

きる。 

（イ）日本国民であった者の子（養子を除く）で引き続き３年以上日本に住所または居所を有する者。 

（ロ）日本で生まれたもので引き続き３年以上、日本に住所又は居所を有するもの。又はその父、母（養父母を除

く）が日本で生まれた者。 

（ハ）引き続き１０年以上日本に居所を有する者。 

（二）日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から３年を経過し、かつ引き続き１年以上日本に住所を有する者。 

                  (3) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                   参加料シングルス１人 ３，０００円  ダブルス１組 ４，０００円                  

               (4) 日程／会場 2020年1月13日（月）～19日（日）  

           丸善インテックアリーナ大阪（ 丸善インテックアリーナ大阪（ 大阪市中央体育館） 

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目1-40 

電話番号：06-6576-0800   最寄り駅：朝潮橋駅から徒歩約5分 

段位取得規程要約（平成元年以降） 

（ア）初出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初段 

（イ）同一大会３回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２段 

（ウ）同一大会５回目出場者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３段 

（エ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト１６入り経験者・・・４段 

（オ）上記①及び③大会（一般）単または複ベスト４入賞経験者・・・・５段 

（カ）上記①及び③大会（一般）単または複の優勝者・・・・・・・・・６段     
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30.大阪卓球選手権大会ホープスの部県予選会 
1．日  時      2019年 11月 2日（土） 午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社（予定） 

5．種  目      (1)ホープス男子   (2)ホープス女子 

6. 競技方法       予選リーグ及び決勝トーナメント     

ベンチコーチは、採用します。タイムアウト制は、採用しない。 

7. 代表選出数    ホープス男女 各６名 

8．参 加 料      ９００円 

9．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

10．申 込 先     〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp    FAX 076-436-1234 

11．申込締切      二週間前までとする。 

12．そ の 他      前年度ランキング選手は、推薦者となる。  本大会参加料 1,500円 
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31.カデットポイント戦（大阪国際招待卓球選手権予選会） 
１．日  時    2019年 11月 2日（土） 午前９時  開場 午前８時 

２．会  場    高岡市ふくおか総合文化センター  Uホール【予定】 

３．主  催    富山県卓球協会 

４．種  目    カデット男子シングルス・カデット女子シングルス 

５．競技方法    トーナメントでベスト１６決定後、リーグ及びトーナメントで順位を決定する。 

６．選手選考    男・女各６名 

７．参 加 料    ５００円 

８．参加資格    カデット男女 中学１・２年生 

９．使 用 球    公認球（本大会の使用球で行う） 

10．申込締切    2019年 10月 18日（金） 

          申込み期間 2019年１０月 7日（月）～年１０月 18日（金） 

11．申 込 先    所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛 E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

Tel(076)434-3200 ／Fax (076)434-3209 

12．その他     ・ 会場準備は参加者全員で行いますので、なるべく開館時間に合わせてご来場ください。 

・ コートが空き次第敗者によるトーナメント戦を行います。(人数によっては実施でき 

ない場合もあります。) 

・ 本大会出場権を得た選手は、当日に参加申込を行い、参加料 1,500円を納入すること。 
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32.第 2回ニッタク杯ミックスダブルスチームカップオープン卓球大会 

１．日  時：2019 年 １１月１７日（日） 午前９時 

２．場  所：アルビス小杉総合体育センター （射水市戸破 3111 ☎0766-55-3000） 

３．主  催：富山県レディース卓球連盟 

４．後  援：Ｎｉｔｔａｋｕ （日本卓球株式会社） 

５．種  目：混合ダブルス団体戦 （１チーム 4～5名でダブルス 3組を構成する） 

※男子 2名・女子 2名～。年齢制限なし全員女子でも構わない。 

1部：中級～上級者        ２部：初級～中級者  

６．競技方法：1番）男子ダブルス、 2番）女子ダブルス、 3番）混合ダブルス 

 ⑴ 予選リーグ （1ブロック４チーム、３組目までカウントする） 

       ⑵  順位別決勝トーナメント（1回戦は 3組目まで行うが後は２点先取） 

７．参加料 ：１チーム  ４，０００円 

８．使用球 ：ニッタク 40㎜ 

９．申込先 ：〒933-0852 高岡市下黒田 549 木呂場久子 E ﾒｰﾙ受付 korochan@p2.tcnet.ne.jp 

                                                 Tel/Fax 0766-21-9201 

１０．申込締切：２週間前とする 

１１．その他 ：県外 参加可 
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33.第4回 北信越卓球選手権大会 ホープス・カブ・バンビの部 

 １．期   日    ・2019年 11月 30日（土） 団体戦 午前９時競技開始 

         ・   〃  １２月 1日（日） 個人戦 午前９時競技開始 

 ２．場   所    富山県総合体育センター  （大・中アリーナ）〒939-8252 富山市秋ヶ島１８３ （℡０７６－４２９－５４５５） 

 ３．主   催   北信越卓球連盟 

 ４．主   管   富山県卓球協会 

 ５．後   援   富山県教育委員会・(公財)富山県体育協会 

 ６．協   賛   北日本新聞社・(株)ＶＩＣＴＡＳ 

 ７．競技種目   ①ホープス男子シングルス（小学校６年生以下） ②ホープス女子シングルス（小学校６年生以下） 

            ③カブ男子シングルス（小学校４年生以下）    ④カブ女子シングルス（小学校４年生以下） 

            ⑤バンビ男子シングルス（小学校２年生以下）  ⑥バンビ女子シングルス（小学校２年生以下） 

            ⑦ホープス男子団体（小学校６年生以下）    ⑧ホープス女子団体（小学校６年生以下） 

 ８．参 加 数  【個人戦】 

            ・ホープスの部は各県男女それぞれ１２名とする。 

            ・カブの部は各県男女それぞれ８名とする。 

            ・バンビの部は各県男女それぞれ４名とする。（バンビ台を使用せず、通常の高さの台を使用する） 

★前回大会のホープス・カブのベスト 8及びバンビのベスト４入賞者は上記の別枠で参加できる。 

            【団体戦】 各県男女それぞれ原則７チームまでとするが、前回大会優勝チームが所属する県は該当種目

については８チームとする。 

           ※個人戦・団体戦共に開催県は他県と同数とするが、予定数上限の不足分を補充することができる。 

 ９．試合方法   【個人戦】  予選リーグ（１リーグ３～４名）の後、各リーグの１・２位選手によるトーナメント戦を行う。 

             アドバイスは毎ゲーム終了後１分以内とするが、タイムアウト制は準決勝からの採用とする。 

予選リーグ終了後、中アリーナを自由参加による申合い練習試合の会場とする。 

            【団体戦】 １チームは選手３～４名で編成し、ＡＢＣ・ＸＹＺ方式で行う。対戦表で上部に位置するチームを

ＡＢＣ、下部に位置するチームをＸＹＺとする。（決勝戦のみジャンケンで決める） 

           ≪３名の場合≫                        ≪４名の場合≫ 

      ＡＢＣチーム  Ａ Ｂ ＢＣ Ａ Ｃ             ＡＢＣチーム  Ａ Ｂ ＣＤ Ａ Ｃ 

      ＸＹＺチーム  Ｘ Ｙ ＸＺ Ｙ Ｚ              ＸＹＺチーム  Ｘ Ｙ ＷＺ Ｙ Ｚ 

               予選リーグ（１リーグ３～４チーム）の後、各リーグの１・２位チームによるトーナメント戦を行う。 

               アドバイスは１ゲーム及び３ゲーム終了後終了後１分以内とするが、タイムアウト制は採用しない。 

３・４位トーナメントを実施するが、１・２位トーナメント終了時点で打ち切ることがある。 

１０．使 用 球    ニッタク・ＴＳＰ・タマス ４０mmホワイト（プラスチック球）を使用する。 

１１．参加資格    (1)2019年度の各県登録選手に限る。 

(2)団体戦は同一県内の登録選手によるチーム編成とする。 

１２．参 加  料   個人戦は１名につき 2，000円、団体戦は１チームにつき 5,000円とする。 

１３．申込方法    申込みは各県でとりまとめ、別紙申込書に明記して責任者である各県団体長捺印の上、参加料を 

添えて下記宛申込んで下さい。尚、富山県内のチーム・選手は当日集金とします。 

[申込先] 〒９３０－０１３８ 富山市呉羽町４１６  五百崎 平 気付 

               富山県卓球協会 宛     (五百崎携帯) ０９０－４６８６－４１７９ 

                E-mail：fwng 7235 ＠ mb.infoweb.ne.jp 

１４．申込締切     2019年１１月 8日（金） 

１５．そ の  他   ・ 個人戦の審判は敗者審判制とするが、バンビの部については開催県が審判員を用意する。 

・団体戦の審判は予選リーグは空きチームが行い、空きチームがない場合は相互審判制とする。 

・表彰は各種目３位までとする。（３位決定戦は行わない。） 

・ビデオ機器等で撮影する場合は、できるだけ 2階観覧席からお願いします。(コート間に通路部分が無い

ため)1 階で撮影する場合は機器を常時管理下に置き、選手のプレイに支障無いよう配慮願います。接触

事故による選手の怪我の保障、盗難、破損等は全て機器設置者の責任になります。  



34.カデットポイント戦（東京選手権大会県予選会） 
１．日  時    2019年 12月 7日（土） 午前９時  開場 午前８時 

２．会  場    高岡市ふくおか総合文化センター  Uホール【予定】 

３．主  催    富山県卓球協会 

４．種  目    カデット男子シングルス・カデット女子シングルス 

５．競技方法    トーナメントでベスト１６決定後、リーグ及びトーナメントで順位を決定する。 

６．選手選考    男・女各２名 

７．参 加 料    ５００円 

８．参加資格    カデット男女 中学２年生以下（小学生も参加可能） 

９．使 用 球    公認球（本大会の使用球で行う） 

10．申込締切    2019年 11月 22日（金） 

          申込み期間 2019年 11月 11日(月)から 11月 22日(金) 

11．申 込 先    所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛 E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

Tel(076)434-3200 ／Fax (076)434-3209 

12．その他     ・ 会場準備は参加者全員で行いますので、なるべく開館時間に合わせてご来場ください。 

・ コートが空き次第敗者によるトーナメント戦を行います。(人数によっては実施でき 

ない場合もあります。) 

          ・ 本大会出場権を得た選手は、当日に参加申込を行い、参加料 2,000円を納入すること。 
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35. 東京選手権大会（マスターズの部）県予選会 
1．日  時      2019年 12月 7日（土） 午前９時 

 2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛      北日本新聞社（予定） 

 5．種  目      (1) 男・女サーティ      （各２名）      (2) 男・女フォーティ      （各２名） 

  （選出数）    (3) 男・女フィフティ    （各２名）      (3) 男・女シックスティ    （各２名） 

                 (5) 男・女ローセブンティ（無制限）      (6) 男・女ハイセブンティ  （無制限） 

                 (7) 男・女エイティ     （無制限）     

 6. 競技方法      予選リーグ及び決勝トーナメント戦とする。    

 7．参 加 料      シングルス 1,200円 

 8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11．そ の 他      (1) 本大会への出場権を得た選手は当日申込みと同時に本大会参加料を納入すること。 

                      東京選手権大会参加料シングルス１人 3,000円 

(2) 東京選手権大会推薦者 前年度ランキング者（杉本泰成 エイティの部） 
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36. 富山県卓球選手権大会 
1．日  時     2019年 12月 8日（日）午前９時 

 2．場  所    富山県総合体育センター(大アリーナ） 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目      (1) 一般男・女シングルス      (2) 男・女サーティ 

                (3) 男・女フォーティ       (4) 男・女フィフティ 

      (5) 男・女シックスティ    (6）男・女ハイシックスティ 

   （7）男・女セブンティ ※各種目３名未満の場合は、希望年齢を下げて登録します。 

 5．競技方法      トーナメント戦及びリーグ戦とする。  

 6. 参 加 料      シングルス１名 １，２００円   高校生以下 ９００円 

 7．使 用 球     ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

8．申 込 先     〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

9．申込締切      二週間前までとする。 

                 前回大会優勝者は、優勝杯を返還して下さい。 

出場種目は一人２種目までとする。（一般と出場する年代別）（但し年代別のみの２種目出場は認めない） 
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37.富山県新人卓球大会（ホープス･カブ･バンビの部） 
1．日  時      2019年 12月 8日（日） 午前９時 

 2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      (1) 男・女ホープス       (2) 男・女カブ       (3) 男・女バンビ 

 5．出場資格      (1) 平成 19年４月２日以降生まれた者（ホープス） 

                 (2) 平成 21年４月２日以降生まれた者（カブ） 

                 (3) 平成 23年４月２日以降生まれた者（バンビ） 

 6．競技方法      リーグ戦及びトーナメント戦とする。 

                   ベンチコーチは、採用します。タイムアウト制は、採用しない。 

7. 参 加 料      シングルス １名 ９００円 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛   

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 
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38.第２回ニッタク杯ラージボール３人混合団体オープン卓球大会 

１．日  時：2019年 12月８日（日） 午前９時 

２．場  所：ふくおか総合文化センター（Ｕホール）予定 高岡市福岡町上向田 41-1☎0766-64-1030 

３．主  催：富山県レディース卓球連盟 

４．後  援：Ｎｉｔｔａｋｕ （日本卓球株式会社） 

５．種  目：混合ダブルス団体戦  （１チーム３組のダブルスを構成する） 

       ※ 男 1・女２＝合計３人    全員女子でも構わない  

６．競技方法：1番）女子ダブルス、 2番）混合ダブルス、 3番）混合ダブルス 

⑴ 予選リーグ （1ブロック４チーム、２点先取とする） 

       ⑵ 順位別決勝リーグ（２点先取とする） 

       ⑶ 順位別決勝トーナメント（２点先取とする） 

７．参加料 ：1 ﾁｰﾑ  3，０００円 

８・使用球 ：公認球  ニッタク 4４㎜ 

９・申込先 ：〒933-0852 高岡市下黒田 549 木呂場久子 E ﾒｰﾙ受付 korochan@p2.tcnet.ne.jp 

                                                 Tel/Fax 0766-21-9201 

１０．申込締切：２週間前とする 

１１．その他：県外 参加可 
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３9. 第34回北信越団体卓球選手権大会 

 １．主  催  北信越卓球連盟  

 ２．主  管  富山県卓球協会・富山市卓球協会 

 ３．後  援  富山県教育委員会・（公財）富山県体育協会 

      富山市・富山市教育委員会・（公財）富山市体育協会   

 ４．協  賛  北日本新聞社      

 ５．期  日  2019年12月15日（日）午前９時００分～    

 ６．会  場  富山県総合体育ｾﾝﾀｰ（富山市秋ｹ島１８３  ℡076-429-5455）  

 ７．種  目  団体戦       

  男子 ・一般男子の部       

    ・４０歳以上男子の部      

   ・６０歳以上男子の部       

  女子 ・一般女子の部      

    ・４０歳以上女子の部      

   ・６０歳以上女子の部       

  ※年齢は2019度中に当該年齢に達するものとする。   

 ８．試合方法 （１）予選はﾘｰｸﾞ戦とし、その後ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦を行う。    

  （２）一般及び６０歳以上の部は、男女共３名によるﾁｰﾑ編成 （登録４名まで） 

     で「ABC XYZ 方式」で行う。     

    但し、外国人選手はダブルスと５番のみ（Ｃ・Ｚ）の出場となる。  

  （３）４０歳以上の部は、４～６名による編成（登録６名まで）とし、男女共に以下の通り 

    とする。       

          １番      ２番     ３番      ４番   ５番   

     ４０歳以上 ５０歳以上   ﾀﾞﾌﾞﾙｽ  ５０歳以上  ４０歳以上  

    但し、１・２番でダブルスを組むことはできない。    

    同一選手がシングルスに２回出場することはできない。   

    又、５０歳未満の選手同士でダブルスを組むことはできない。  

  （４）ゲーム間のアドバイスは１ゲーム終了後及び３ゲーム終了後とし、タイム 

     アウト制は採用しない。     

  （５）審判は原則として空きチームが行い、空きチームが無い場合は相互審判とする。 

 ９．参加資格 （１）平成30年度日本卓球協会に登録している北信越各県所属の選手とする。 

  （２）ﾁｰﾑ編成はｸﾗﾌﾞ、実業団、高校、中学、その他混成ﾁｰﾑ等自由とする。 

     但し、原則として同一県内の登録選手によるﾁｰﾑ編成とする。  

     尚、当番県は倍数とし、参加予定数に満たない場合は、当番県で補充するこ 

     とができる。 

１０．参 加 料  １チーム ５，０００円     

１１．申し込み 2019年11月28日（木）締切りとする。    

  [申込先] 〒930－0138 富山市呉羽町４１６ 五百崎 平 気付  

   富山県卓球協会 宛 Fax 076-436-1234   

   E-mail:fwng7235@mb.infoweb.ne.jp  携帯090-4686-4179 

１２．使 用 球  TSP･ニッタク・タマス      

１３．そ の 他  第２６回大会から試合開始時間が９：００になっていますのでご注意願います。 

 

 

 



40. 第 17 回全国ホープス選抜卓球大会 県予選会 
1．日   時      2019年 12月 22日（日）午前９時 

2．場  所      富山県総合体育センター(大アリーナ） 

3．主  催      富山県卓球協会 

4．協  賛   北日本新聞社（予定） 

5. 代表選出     富山県選抜チーム編成  男・女各１チーム 

なお、本大会で参加チーム数が 48 チームに満たない場合の補充は日本卓球協会が別途考慮す

る。 

         男・女各（６年生以下 2名 ５年生以下 1名 ４年生以下 1名 ３年生以下 1名）選出 

6.競技方法      ・６年生以下の部 予選リーグ → 決勝リーグ又は決勝トーナメント 2名 

うち２名については、５・６年生の上位で選考する 

・５年生以下の部 予選リーグ → 決勝リーグ又は決勝トーナメント 1名 

・４年生以下の部 予選リーグ → 決勝リーグ又は決勝トーナメント 1名 

・３年生以下の部  予選リーグ → 決勝リーグ又は決勝トーナメント 1名 

全種目ベンチコーチを認める。全種目タイムアウト制は採用しない。 

7．参 加 料      シングルス １名 900円 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先     〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛 

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp     FAX 076-436-1234 

※申し込みの際は、学年を明記してください。 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11. そ の 他      ３月に開催される本大会参加料は、県卓球協会が補助いたします。 

                  本大会への出場権を得た選手は当日申込みして下さい。 

日程／会場   2020年3月20日(金)～22日（日)  ナイスアリーナ（由利本荘アリーナ） 

〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野18番地 TEL 0184-24-6276 

           選手は選手登録、監督、コーチは役員登録を出場する都道府県において登録をしていること。 

  監督、コーチは必ず役員章を大会時、腕に付ける事。 
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41. 富 山 県 新 人 卓 球 大 会（一般） 
1．日  時      2019年 12月 22日（日）午前９時 

 2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

 3．主  催      富山県卓球協会 

4．種  目      (1) 一般男・女シングルス      高校・中学 参加可能 

 5．出場資格      (1) 過去富山県一般男女ランキング者及び過去の新人大会優勝者は出場できない。 

           但し、高校生以下の選手は、前年度県ランキング選手・新人大会優勝者は出場できる。 

 6．競技方法      トーナメント戦及びリーグ戦とする。ベンチコーチ・タイムアウト制は、採用しない。 

 7. 参 加 料      シングルス１名 １，２００円（高校生以下１名 ９００円） 

8．使 用 球      ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先      〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛    

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 
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42. 富山県ラージボール卓球選手権大会 
1. 日    時      ２０１９年１２月２２日（日）午前９時３０ （開場８：３０） 
2. 場  所      大門総合体育館 

3. 主  催      富山県卓球協会  

4. 共  催   富山県生涯スポーツ協議会 

5．種  目      男女ダブルス      

                   合計年齢  ①119歳以下  ②120歳～139歳  ③140歳  ④150歳以上          

男女シングルス 

              ①59歳以下 ②シックスティ ③ローセブンティ  ④ハイセブンティ ⑤エイティ                                                                                                            

6. 競技方法   予選リーグ終了後、決勝トーナメント戦とする。 

7. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

        10:10 以降は、2ポイント差とする。 

8. 参 加 料      シングルス１名 1,300円 ダブルス１組 1,600円 

9. 使 用 球      公認球 （プラスチック） 

10. 申込締切      二週間前までとする。 

11.申 込 先     〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 メール takaokamanyo2019@yahoo.co.jp 

                 郵送とメール受付                         携帯電話 090-2129-5193                                

12.そ の 他      (1) 申し込みのあったものは、棄権でも参加料を徴収する。 

                      但し、プログラム登載前に取り消しの郵便が到着した場合は徴収しない。 

                  (2) 締め切り日以後の電話での申し込み、取り消しは一切受け付けない。 
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43. 平成 31年度全国中学校選抜卓球大会 県予選会 
１．日  時   2019年 12月 28日（土） 午前９時 

２．会  場   富山県総合体育センター(大アリーナ） 

３．主  催   富山県卓球協会 

４．種  目   男女団体戦（中体連方式） 

５．競技方法   (1) ４単 1複(全中方式)1チーム６名～8名。 

         (2) 予選リーグ及び決勝トーナメント(又はリーグ)申込数が多い場合は全てトーナメント。 

         (3) 原則として 2～3台の複数台進行とする。 

         (4) チームは学校単位とし、１校につき１チームのみとする。 

６．選 出 数   男女各 1チーム 

７ 参 加 料   1チーム 2,000円 

８ 使 用 球   ＪＴＴＡ公認プラスチック球：40㎜ホワイト 

９ 申込締切   2019年 12月 13日(金)必着 

         申込み期間 2019年 12月 2日(月)から 12月 13日(金) 

10．申 込 先      所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛    E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

          Tel (076)434-3200   Fax (076)434-3209 

11．そ の 他    (1)本大会出場権を得たチームは、申し込みと同時に参加料 15,000円を納入する 

(2)本大会では、監督・アドバイザーは、平成 31年度（公財）日本卓球協会指定の監督章を左袖に

つけること。 

(3)日程･開催地  2020年3月28日(土)～29日(日)  西尾市総合体育館 

〒445-0006 愛知県西尾市小島町大郷1-1 TEL:0563-54-7761 FAX:0563-54-7762 
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44. 富山県シニアラージボール卓球大会 
1．日    時      ２０２０年１月１９日（日）   午前 9時 30分 （開場 8時 30分） 

 2．場  所    ふくおか総合文化センター   Ｕホール  予定 

 3．主  催    富山県卓球協会 

 4．共    催      富山県いきいき長寿財団   

5．参加資格      60歳以上とする       （2020年 4月 1日までに当該年齢に達する者） 

 6．種  目      (1) 男・女シングルス （年代別による）    

 7．クラス別    ① ローシックスティ シングルス（６０歳～６４歳） 

② ハイシックスティ シングルス（６５歳～６９歳） 

                    ③ ローセブンティ  シングルス（７０歳～７４歳） 

          ④ ハイセブンティ  シングルス（７５歳～７９歳） 

          ⑤ エイティ     シングルス（８０歳以上） 

(2) 男・女ダブルス 

   ①120～139歳   ②140～149歳  ③150歳以上 

 8．競技方法      リーグ戦を行い、上位・下位決勝トーナメントを行う。 

9. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

         10:10 以降は、2ポイント差とする。 

10. 参 加 料    シングルス ７００円     ダブルス１組 １，０００円 

11. 使 用 球    公認球 （プラスチック） 

12．申 込 先      〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 メール takaokamanyo2019@yahoo.co.jp        

         郵送とメール受付       携帯電話 090-2129-5193  

13. 申込締切   二週間前までとする。（厳守） 
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45.富山県ダブルス団体オープン卓球大会 
1．日    時      2020年 2月 16日（日） 午前９時 

2．場  所    富山県総合体育センター  大アリーナ 

3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目     (1) 男女団体戦（ダブルス３組で１チームを構成し、２点先取とする） 

                (2) 団体戦のチームは５名まで登録できるものとし、会社・クラブチームなどの制限はない。  

                 (3) １部は男子の部及び女子の部とする。小・中学生も参加可能 

                 (4) ２部は男子の部及び女子の部（ダブルスの合計年齢 80才以上）の部とする。 

  5．競技方法     (1) クラスは１部、２部、に区分する。 

                 (2) １部、２部、ブロック毎の予選リーグ後、1位２位及び３位４位による決勝トーナメントを

行う。 

                 (3) チーム編成は１番ＡＢ組、２番ＣＤ組、３番はＡＢ及びＣＤから各１名による１組に 

よって行う。  4名でチーム編成する。選手登録は５名までとする。 

6．参加資格   オープン 県外チームも参加可能 

7．参 加 料      1チーム ４，８００円、高校生以下 ３，６００円 

8．使 用 球     ニッタク・ＴＳＰ・タマス （プラスチック） 

9．申 込 先    〒930-0138 富山市呉羽町 416    五百崎 平 気付 富山県卓球協会宛     

E-mail受付 fwng7235@mb.infoweb.ne.jp      FAX 076-436-1234 

10．申込締切      二週間前までとする。 

11．そ の 他      登録所属チームから出場することが望ましいが、人数が不足する場合は、他チームからの 

                出場はやむをえないものとする。年齢を明記すること。 
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46. 富山県団体オープンラージボール卓球大会 
1．日  時      2020年２月１６日（日） 午前９時 （開場８：００） 

 2．場  所      富山県総合体育センター(中アリーナ） 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目      団体戦 （4単・1複 ）6名まで  男子団体（混合あり）、女子団体 

①年齢フリーの部 

 ②1.2.4.5番の合計年齢が 240才以上（ダブルスは 120才以上）の部 

 ③1.2.4.5番の合計年齢が 280才以上（ダブルスは 140才以上）の部 

 5．競技方法      (1) １チームは、６名までとする。 

                 (2) 予選リーグ及び決勝トーナメント戦とする。3番のダブルスは1.2番でダブルスは組めない。         

オープン大会なので、県外チームも参加可能です。 

(3) チーム構成、男子混合チームは、最大女子２名までといたします。 

6 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

        10:10 以降は、2ポイント差とする。 

 7．参 加 料      １チーム ４，８００円 

 8．使 用 球      公認球（プラスチック） 

 9．申 込 先      〒934-0091 高岡市下牧野 149-3 金川真紀子 メール takaokamanyo2019@yahoo.co.jp 

郵送とメール受付        携帯電話 090-2129-5193 

10. 申込締切      二週間前までとする。（厳守） 
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47. 第15回Nittaku 富山カップカデットチームトーナメント 
１．日  時  2019年３月20日（金祝） ８時開場 ８時40分 監督会議   ９時 開始式  17時 終了予定 

２．会  場  富山市総合体育館 

３．主  催  富山県卓球協会 

４．種  目  男女団体戦 5 シングルス  1 チーム４～５名で構成 

１～4番 フリー  ５番 １～４番に出場した選手のいずれか。またはどれにも出場していない選手 

５．競技方法  予選リーグの後、順位別決勝トーナメント 

(空きコートで予選３位、４位チームによる交流試合を行う。) 

６．参 加 料  １チームにつき2,000 円(当日持参する)  

７．出場資格  オープン参加 県外チーム参加可 

①中学2年生以下で編成されたチームで、当日責任のもてる成人が引率することのできるチーム。 

②チームの構成は学校単位やクラブ単位または、合同チームを作ってもよい。 

③１団体で複数チーム(２チーム以内)申し込んでよいが、申込多数の場合は、Bチームの参加を断る

場合がある。その際は、申込み締切後連絡する。 

④監督1 名につき、引率できるのは２チームまでとする。 

９．使 用 球  ニッタク（プラスチック） 

10．申込締切    2020年２月 14日(金) 必着 

        申込み期間 2020年 2月 3日(月)から 2月 14日(金) 

11．申 込 先  所定の申込書（エクセルファイル）に締切日まで、メールで申し込んでください。 

〒930-0887 富山市五福 130 富山市立西部中学校 電話 076-432-4787 

竹田 秀明 宛    E-mail  takedayamatyuu@yahoo.co.jp 

Tel (076)434-3200   Fax (076)434-3209 

12．そ の 他  ・男女１位トーナメント上位４チーム、２位トーナメント上位４チームまで表彰する。 

・この大会の目的は、県内外の選手との卓球での交流を通して、小・中学生の健全育成と卓球技術

の向上を図ることである。                           以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:takedayamatyuu@yahoo.co.jp


48. 全日本ラージボール卓球選手権大会 県予選会 

1. 日   時     ２０２０年３月２２日 午前９時３０分 （開場８：３０） 

 2．場  所      大門総合体育館 

 3．主  催     富山県卓球協会 

4．種  目      (1)男・女シングルス 

          参加枠男子：１５名、女子：１５名 選出 各種目優勝者 1名  

5. クラス別    ＜男子＞  ＜女子＞       参加人数により各種目参加枠増 

① 一般（年齢制限なし） 

② ４０歳以上  

③ ５０歳以上 

④ ６０歳以上 

⑤ ６５歳以上 

⑥ ７０歳以上 

⑦ ７５歳以上 

⑧ ８０歳以上 

⑨ ８５歳以上 

 

       (2)混合ダブルス 

          参加枠：１０組 選出      各種目優勝組１組 

⑩  一般（年齢無制限）    参加組数により各種目参加枠増 

⑪ ８０歳以上        

⑫ １００歳以上       

⑬ １２０歳以上       

⑭ １３０歳以上       

⑮ １４０歳以上       

⑯ １５０歳以上       

⑰ １６０歳以上       

 6．競技方法      (1) 予選リーグを行い上位１位、２位による決勝トーナメント戦とする 

         本大会に 、参加できない者は、エントリー資格は、ないものとする。 

         また、各年代枠において、エントリー人数が満たない場合は、他の年代に割り当てとし 

         県卓球協会にて、調整するものと致します。 

7. 競技規則   現行のラージボール卓球ルール競技大会ルールを適用する。 

         10:10 以降は、2ポイント差とする。 

 8．参 加 料      (1)男・女シングルス １人 １，３００円 

         (2)混合ダブルス   １組 １，６００円 

 9．使 用 球      公認球（プラスチック） 

10.申 込 先      〒933-0935 高岡市博労本町 10-23 坪内啓治 メール keijit@p1.tcnet.ne.jp 

郵送とメール受付  チームコード番号、ID番号記載の事   携帯電話 090-2031-1497 

11.申込締切      ２０２０年 ３月 １日（日）までとする。（厳守） 

12. その他   全国大会の試合方法は、３人（組）の一次リーグを実施後、一位上がりの決勝トーナメント 

         です。  （会場は、福島県いわき市） 

         各種優勝者は１名（組）とする。 

13. 推薦枠    推薦出場 (2019年度各種目ランキング シングルス8位、混合ダブルス4位まで) 

14.全国大会申込み 予選会当日に、全国大会への申し込み、手続きを完了していただくものとします。 

15.参加資格    ①参加者は、当該都道府県に居住または勤務している者で２０２０年度（公財） 

          日本卓球協会選手登録者、予定者であること。 

                   予選会は、２０１９年度登録者で可とします。 

mailto:keijit@p1.tcnet.ne.jp


         ②年齢は、２０２１年４月１日迄に当該年齢に達しているものであること。 

          （但し、一般に出場する選手の年齢制限はない） 

（イ） ４０（４０歳以上）は、昭和56年４月１日以前に生まれた者 

（ロ） ５０（５０歳以上）は、昭和46年４月１日以前に生まれた者 

（ハ） ６０（６０歳以上）は、昭和36年４月１日以前に生まれた者 

（ニ） ６５（６５歳以上）は、昭和31年４月１日以前に生まれた者 

（ホ） ７０（７０歳以上）は、昭和26年４月１日以前に生まれた者 

（ヘ） ７５（７５歳以上）は、昭和21年４月１日以前に生まれた者 

（ト） ８０（８０歳以上）は、昭和16年４月１日以前に生まれた者 

（チ） ８５（８５歳以上）は、昭和11年４月１日以前に生まれた者 

③ 選手はシングルス、混合ダブルスの両種目に出場することができる。 

④ 第33回全国ラージボール卓球大会に申込みをする選手は出場できない。 

          （予選会については、都道府県に一任する。富山県は参加できます。） 

          ＊混合ダブルスは、ペア解消してもその年度はどちらか一つの大会のみ 

           出場できるものとする。 

⑤ 2019年度全日本ラージボール卓球選手権大会シングルス８位、 

             ダブルス３位（４組）までに入った選手は、翌年度全国ラージボール卓球 

             大会には出場できない。（2020年度大会）ただし、混合ダブルス３位まで 

             入りペア解消時は、翌年度全国ラージボール卓球大会に出場できる。 

             （その場合、推薦資格はありません） 

⑥ 同一種目内において、一般と年代別を重複して出場はできない。 

⑦ 混合ダブルスのパートナーは、同一加盟団体の者に限る。 


