
 

 

平成２９年１２月吉日 

代表選手  各位 

 

東 京 都 卓 球 連 盟 

会長  三浦  正英 

 

 

『天皇杯・皇后杯 平成２９年度全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)』 

諸 連 絡 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、標記大会に関し、下記の通り実施いたしますのでお知らせいたします。よろしくお願いいた

します。 

  

記 

 

(1) 大 会 名 天皇杯・皇后杯 平成２９年度全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部） 

(2) 期 日 平成３０年１月１５日(月)～１月２１日(日) ７日間 

(3) 会 場 東京体育館 メインアリーナ 

 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－１７－１  ℡ ０３－５４７４－２１１１ 

 ＪＲ中央・総武線「千駄ヶ谷」駅・都営地下鉄大江戸線「国立競技場前」駅下車１分 

(4) 主 催 公益財団法人日本卓球協会 

(5) 主 管 東京都卓球連盟 

(6) 協   賛 シチズン時計株式会社、全国農業協同組合連合会 

スターツコーポレーション株式会社、日本生命保険相互会社 

SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 

株式会社リクルートジョブズ、サッポロビール株式会社 

(7) 用 具 協 賛 日本卓球株式会社（ボール） 

(8) ｽﾎﾟｰﾂ振興助成 一般財団法人上月財団 

(9) 協 力 日本卓球公認工業会 

 

 



 

 

(10) 競技日程 

※選手入口は一般入口と異なります。【別紙１】を参照してください。 

※日程は変更する場合がございます。 

※一般観客入口は９：００開場（１／１５は１３：３０開場）となりますのでご注意ください。 

一般観客開場時間までは、選手・関係者が観客席を利用することはできません。 

 

 

第１日 １月１５日（月） １０：００ 
１４：００ 
１５：００ 

選手入口開場・選手受付開始 

開会式 

混合ダブルス   １回戦 

ジュニア男子   １回戦 

ジュニア女子   １回戦 

第２日 １月１６日（火）  ８：３０ 

９：３０ 

 

 

 

選手入口開場 

男子ダブルス   １回戦～２回戦 

女子ダブルス   １回戦～２回戦 

混合ダブルス   ２回戦～３回戦 

ジュニア男子   １回戦～３回戦 

ジュニア女子   ２回戦～３回戦 

第３日 １月１７日（水） ８：３０ 

９：３０ 

 

 

 

選手入口開場 

男子シングルス  １回戦～３回戦 

女子シングルス  １回戦～３回戦 

混合ダブルス   ４回戦、準々決勝 

ジュニア男子   ４回戦～５回戦 

ジュニア女子   ４回戦～５回戦 

第４日 １月１８日（木） ８：３０ 

１０：００ 

 

 

 

選手入口開場 

ジュニア男子   準々決勝～決勝 

ジュニア女子   準々決勝～決勝 

混合ダブルス   準決勝～決勝 

表彰式 

男子シングルス  ４回戦 

女子シングルス  ４回戦 

男子ダブルス   ３回戦～４回戦 

女子ダブルス   ３回戦～４回戦 

第５日 １月１９日（金） ８：３０ 

１０：００ 

 

 

 

選手入口開場 

男子シングルス  ５回戦～６回戦 

女子シングルス  ５回戦～６回戦 

男子ダブルス   ５回戦～準々決勝 

女子ダブルス   ５回戦～準々決勝 

第６日 １月２０日（土） ８：３０ 

１０：００ 

 

 

選手入口開場 

男子シングルス  準々決勝 

女子シングルス  準々決勝 

男子ダブルス   準決勝～決勝 

女子ダブルス   準決勝～決勝 

表彰式 

第７日 １月２１日（日） ８：３０ 

１０：００ 

 

 

選手入口開場 

男子シングルス  準決勝～決勝 

女子シングルス  準決勝～決勝 

表彰式・閉会式 



 

 

(11) 練習について 

大会期間中、以下の通り練習ができます。譲り合って適宣練習されるようお願いします。 

なお、１月１５日(月)１４：００～開会式終了後までは、開会式のため練習ができません。 

① サブアリーナ 

日    程 練習会場の使用できる時間 

１月１５日(月） １０：００～２０：００ 

１月１６日(火) ８：３０～２０：００ 

１月１７日(水)～１８日(木) ８：３０～２０：３０ 

１月１９日(金) ８：３０～１８：３０ 

１月２０日(土) ８：３０～１７：００ 

１月２１日(日) ８：３０～１６：００ 

② メインアリーナ 

日    程 練習会場の使用できる時間 

１月１５日(月） 練習できません 

１月１６日(火)～１８日(木) ８：３０～９：００ 

１月１９日(金)～２１日(日) ８：３０～９：３０ 

(12) 開会式について 

１月１５日（月）１４時００分から開会式を行います。入場行進は行いません。 

選手は観客席に着席してください。 

(13) 選手・引率者（監督など）の入場について 

代表選手に対しアクレディテーションパス（「PLAYER」パス）を発行いたします。体育館へ  

入場する際および競技フロアなどへ入場する際は、このパスをご提示いただきます。会場内

でエリアを移動する際は、「PLAYER」パスを必ず首にかけてください。 

また、代表選手所属チームに対し、１枚の「TEAM」パス（男女別）を発行しますので、引率

者やチーム監督などは、「TEAM」パスを各所でご提示ください。 

なお、出場種目が２種目以上で、２支部以上に分かれて申し込んでいる選手のアクレデ

ィテーションパスについては、原則としてシングルスを申込まれた支部からのお渡しに

なります。 

▽PLAYER パス・TEAM パス 取扱注意点▽ 

 入場の際は、裏面・日付欄にチェックをしますので、係員にお見せください。また、      

再入場の際は、ブラックライトで確認を行います。必ず係員より手の甲に再入場スタン

プを押してもらってから、外出してください。一般出口から外に出ることはできますが、

再入場予定がある場合は、必ず、前述と同じように再入場スタンプを押してください。 

 会場内では、パスは常に首から下げ、ご着用ください。 

 パスを利用して観戦する場合の席は、A席のみとなります。 

A席：1/15（月）～18（木）は 2階席および 3階席 

1/19（金）～1/21（日）は 3階席 

 A席以外の席で観戦を希望する場合は、当該席のチケットをお求めください。 

 パスを他人に貸す・譲渡する等の行為は禁止です。絶対におやめください。 

 パスのお忘れ・紛失等の際は、各日、2,000 円をいただきますので、あらかじめご了承

の上、十分ご注意ください。 

 パス裏面の注意事項をよくお読みください。 



 

 

(14) ベンチコーチおよび練習パートナーについて 
代表選手１名に対し１枚、「BENCH」パスを発行いたします。 
「BENCH」パスは、ベンチコーチ、練習パートナーおよびマッサーが競技フロア・練習会場、
選手ラウンジへ入場する際に、必ず首から下げ、係員に見えるようご着用ください。 
「BENCH」パスの無い方は競技フロア・練習会場へは入場が出来ません。 
ベンチコーチと練習パートナーが別の方の場合は、その都度、「BENCH」パスを必要な方に   
お渡しください。 
 

▽BENCH パス 取扱注意点▽ 

 入場の際は、選手入口係員にお見せください。 

 会場内では、パスは常に首から下げ、ご着用ください。 

 このパスは、練習会場、競技フロア、選手ラウンジなどに入ることができますが、    

パスを利用して観戦席を使用することはできません。観客席を利用する場合は、チケッ

トをお求めいただき、一般入口から入場してください。 

 パス裏面の注意事項をよくお読みください。 
 

(15) プログラム、参加章バッジ、ゼッケンの配布について 

代表選手は、選手受付（サブアリーナ内）で「PLAYER」パスを提示してください。 

選手受付は、１月１５日(月)１０時００分からとなります。 

また、１５日に受付が出来なかった選手は、試合当日でも受付をいたします。 

(ゼッケンは日本卓球協会で用意いたします。ゼッケンピンは各自でご用意下さい。) 

(16) 組合せ、タイムテーブルについて 

組合せは、全日本卓球選手権大会特設ウェブサイトにおいて、12月 8日に公開いたしました。

タイムテーブルは近日中に大会特設ウェブサイトで公開いたします。各自でご確認ください

ますようお願いいたします。 

URL: http://www.japantabletennis.com/zennihon2018/ 

(17) 宿泊について 

東京都卓球連盟ホームページ(http://www.tttf.jp/) 内、大会情報にて御案内いたしますの

で、   各自でご確認くださいますよう、お願いいたします。 

(18) その他 

① 会場に持ち込んだゴミは、すべて持ち帰っていただくことになっております。ご協力くださ

い。 

② 駐車場のご用意はありませんので車でのご来場はご遠慮ください。 

③ 館内はすべて禁煙です。屋外に設置いたします所定の喫煙所以外では、絶対にたばこを吸わ

ないよう、お願いいたします。 

④ 出場する選手は、コールエリア（選手集合所）に、試合開始 20分前までに集合してくださ

い。その際、色の異なるユニフォーム（ゲームシャツ）を必ず持参し、着替えが必要な場

合に備えてください。 

なお、試合進行が早まっている場合、コールエリアには、前の試合の 1 ゲーム目が終了し

たころに集合してください。 

⑤ チケット情報は、大会ウェブサイトでご確認ください。 

URL: http://www.japantabletennis.com/zennihon2018/ 

http://www.tttf.jp/

