
１．期　　日 令和４年７月１６日（土）～１８日（月）

２．会　　場

３．主　　催 中部日本卓球連盟

４．主　　管

5.競技種目 （１）男子サーティ （２）女子サーティ

（３）男子フォーティ （４）女子フォーティ

（５）男子フィフティ （６）女子フィフティ

（７）男子ローシックスティ （８）女子ローシックスティ

（９）男子ハイシックスティ （10）女子ハイシックスティ

（11）男子セブンティ （12）女子セブンティ

６.参加資格 ①福井県卓球協会加盟選手であること。

②年齢は下記の種目のいずれかに該当すること。

*サーティ 平成5年4月1日に以前に生まれた者。

*フォーティ 昭和58年4月1日に以前に生まれた者。

*フィフティ 昭和48年4月1日に以前に生まれた者。

*ローシックスティ 昭和38年4月1日に以前に生まれた者。

*ハイシックスティ 昭和33年4月1日に以前に生まれた者。

*セブンティ 昭和28年4月1日に以前に生まれた者。

7.参　加　料 1人　3,000円

8.申込期限 令和4年5月10日(火) 厳守

9.申込方法 別紙申込書に明記しいずれかで申込をしてください。

【申  込  先】 〒919-0412　坂井市春江町江留中25-15-6 玉﨑眞理子気付

【メ  ー  ル】 fukui_tta@ybb.ne.jp 【Fax】0776-51-0525

10.参加料 【振  込  先】　 福井銀行　県庁支店　普　1040513　福井県卓球協会　会長　八尾正博
振込先

11.宿　泊　等 旅行会社からの案内が届き次第、福井県卓球協会HPに掲載します。ご利用の方は各自で手続きをして

下さい。

12.留意事項 (1)要項と同じ番号で、ランクの高い順に記入して下さい。

(2)本大会事務局に申込後は、棄権をしても参加料は返金されません。

12.問合せ先 福井県卓球協会事務局　　玉﨑眞理子　　携帯　090-1318-5541

　第７４回中部日本卓球選手権大会(年代別の部) 本大会用

〒514-0056 　三重県津市北河路町13-1　　電話 059-223-4655

福井県卓球協会事務局宛

三重県・サオリーナ

三重県卓球協会

mailto:fukui_tta@ybb.ne.jp
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第７４回 中部日本卓球選手権大会要項 

1 主 催 中部日本卓球連盟 

2 主 管 三重県卓球協会 

3 後援(案) 三重県､(公財)三重県スポーツ協会､津市､津市教育委員会､津市スポーツ協会､中日新聞社 

4 日 程 第１日目：２０２２年７月１６日(土) 午前９時より開会式､９時３０分競技開始 

  ・男女ダブルス （１回戦～決勝） 

  ・ジュニア男女シングルス （１回戦～２回戦まで） 

  ・男女シングルス （１回戦まで） 

 第２日目：２０２２年７月１７日(日) 午前９時競技開始 

  ・ジュニア男女シングルス （３回戦～決勝） 

  ・男女シングルス （２回戦～決勝） 

 第３日目：２０２２年７月１８日(月･祝) 午前９時競技開始 

  ・年代別男女シングルス （１回戦～決勝） 

※ 極力上記日程により実施する予定ですが､参加人数の偏り等により避けられない場合

には、日程を変更することがありますので予めご了承下さい。 

5 会 場 サオリーナ（〒514-0056 津市北河路町 19-1 ℡059-223-4655） 

 ・近鉄津新町駅前～(約 10 分)～ 南河路バス停下車～徒歩(約 5 分) 

 ・近鉄津新町駅前～(約 8 分)～サオリーナ前バス停下車 

 ・津駅前(東口)～(約 25 分)～ 南河路バス停下車～徒歩(約 5 分) 

 ・津駅前(東口)～(約 25 分)～サオリーナ前バス停下車 

6 種 目 ①男子シングルス(２４) ②女子シングルス(２４) 

 ③男子ダブルス(１６) ④女子ダブルス(１６) 

 ⑤ジュニア男子シングルス(下表の通り) ⑥ジュニア女子シングルス(下表の通り) 

 静岡 岐阜 愛知 新潟 石川 福井 長野 富山 三重+地元 

男子 ３３ ２４ ４４ ２６ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４+２４ 

女子 ３９ ２５ ４３ ２５ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４+２４ 

 ⑦サーティ男子シングルス(無) ⑧サーティ女子シングルス(無) 

 ⑨フォーティ男子シングルス(無) ⑩フォーティ女子シングルス(無)  

 ⑪フィフティ男子シングルス(無) ⑫フィフティ女子シングルス(無) 

 ⑬ローシックスティ男子シングルス(無) ⑭ローシックスティ女子シングルス(無) 

 ⑮ハイシックスティ男子シングルス(無) ⑯ハイシックスティ女子シングルス(無) 

 ⑰セブンティ男子シングルス(無) ⑱セブンティ女子シングルス(無) 

※ ( )内の数字は各県あたりの参加人数で無は無制限です。また､主管県の参加人数(ジ

ュニア以外)は各種目とも規定の倍数までとします。 

尚､申込人数が１０名(組)未満の場合その種目は原則として行いません。その場合､選

手の意思を各県協会(連盟)に確認の上､可能であれば若い種目への参加に振り替える

ものとします。 

7 参加資格 ①中部日本９県の各県協会(連盟)が推薦する者で年齢制限は下記の通りとし､シングルス

 はいずれか１種目までとする。なお､中部９県の大学生は卒業高校が中部９県内であれ

 ば(該当県で加盟登録をして)卒業高校の県から出場できる。 

A) 男女シングルス・ダブルスは年齢に制限無し 

B) ジュニア男女は､平成１７年４月２日以降に生まれた者 

C) サーティ(３０才以上)男女は､平成５年４月１日以前に生まれた者 

D) フォーティ(４０才以上)男女は､昭和５８年４月１日以前に生まれた者 

E) フィフティ(５０才以上)男女は､昭和４８年４月１日以前に生まれた者 
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F) ローシックスティ(６０才以上)男女は､昭和３８年４月１日以前に生まれた者 

G) ハイシックスティ(６５才以上)男女は､昭和３３年４月１日以前に生まれた者 

H) セブンティ(７０才以上)男女は､昭和２８年４月１日以前に生まれた者 

 ②２０１９年度のランキング保持者の無条件での参加はありません。 

  ③２０２１年度のカデット・ホープス・カブのランキング保持者は、ジュニアの部に無条

 件で参加できるものとします。 

8 申込方法 各県協会(連盟)で取りまとめ､６月８日(水)までに種目ごとにデジタルデータをメール

 で送付していただき､同時に申込先に印刷したものを郵送して下さい。また､参加料につ

 いては下記口座へ振込んで下さい。 

 【申込先】メールアドレス：mietakkyu@globe.ocn.ne.jp 

 〒514-0823 津市半田１４２番 津工会館内 

 三重県卓球協会 宛 [ TEL059-264-7571／FAX059-264-7572 ] 

 【振込先】銀 行 名：百五銀行 津新町支店 

 口座番号：普通 １１３８７２ 

 口 座 名：三重県卓球協会 

9 参 加 料 シングルス(一般及び年齢別種目)：１名 ３，０００円 

 ジュニア：１名 ２，５００円 

 ダブルス：１組 ４，０００円 

10 表 彰 各種目３位までに入賞された選手に賞状とメダルを授与します。 

11 服 装 ①(公財)日本卓球協会規定の服装を着用して下さい。 

 ②各競技者は､背中に２０２２年度(公財)日本卓球協会指定のゼッケンを付けて下さい。 

12 試合方法 各種目ともトーナメント方式､１１ポイント５ゲームスマッチで行います。 

13 ル ー ル (公財)日本卓球協会制定の現行ルールによって行います。但し､タイムアウトは採用しま

 せん。アドバイザー無しで行います。 

14 試 合 球 (公財)日本卓球協会公認球(プラスティック４０㎜ボール)ニッタク、ＶＩＣＴＡＳ、タマ

 ス球を使用します。 

15 宿 泊 等 旅行会社からの案内をご利用下さい。 

16 コロナ対応 ①新型コロナウイルス感染予防対策として、後日各県協会(連盟)を通じて留意事項等を

 送付しますので、対応して頂きますようお願いします。 

  ②無観客による大会開催予定です。大会会場に入場できる方は、選手の他は各チーム

 ごとに２名に限らせて頂く予定です。 

17 そ の 他 ①申込は種目ごとに必ずランク順に記入して下さい。 

 ②審判については、競技日の朝の第１試合及び準決勝、決勝の審判は主催者側が行います

 が、それ以外は敗者審判制とします。 

 ③競技中の負傷等は､主催者で応急処置をしますが、以後の責任は負いません。各自保険

 証等をご持参下さい。 

 ④練習はメインアリーナ(３６台)、サブアリーナ(２１台)で下記の時間帯にできます。 

７月１５日 午後１時から午後４時 

７月１６～１８日 午前８時から午前８時４５分 

 ⑤ビデオ機器等の設置はプレイ領域外とし､通行を妨げることのないよう工夫して下さ

 い。主催者は破損・盗難・接触事故等の責任を負いません。 

 ⑥組合せ及び競技日程(タイムテーブル)については､決定次第三重県卓球協会のホームペ

 ージに掲載します。 
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