
関東各都県卓球連盟（協会）

会　　　 　　長

（公印省略）

1 期　日 ２０２２年　８月２９日（月）～３１日（水）

2 会　場 武蔵野の森総合スポーツプラザ（メインアリーナ） TEL 042-488-8607
〒182-0032　東京都調布市西町２９０－１１

京王線「飛田給」駅下車徒歩７分

3 共　催 関東卓球連盟／(一社)東京都卓球連盟

4 主　管 (一社)東京都卓球連盟

5 後　援(予定) 調布市／(公財)東京都体育協会／(公社)調布市体育協会

6 協　賛(予定） 日本卓球(株)／(株)タマス／（株）VICTAS／(株)ジュウイック／ヨーラジャパン

／アームストロング(株)／スティガスポーツジャパン(株)

7 競技種目 　・  シングルス 
①男子シングルス一般（４０歳未満） ①女子シングルス一般（４０歳未満）

②男子シングルス４０歳以上 ②女子シングルス４０歳以上

③男子シングルス５０歳以上 ③女子シングルス５０歳以上

④男子シングルス６０歳以上 ④女子シングルス６０歳以上

⑤男子シングルス６５歳以上 ⑤女子シングルス６５歳以上

⑥男子シングルス７０歳以上 ⑥女子シングルス７０歳以上

⑦男子シングルス７５歳以上 ⑦女子シングルス７５歳以上

⑧男子シングルス８０歳以上 ⑧女子シングルス８０歳以上

⑨男子シングルス８５歳以上 ⑨女子シングルス８５歳以上

⑩男子シングルス９０歳以上 ⑩女子シングルス９０歳以上

　　　　　　　　　※Ａ・Bの区分はありません

　・ ダブルス  -- ２名の合計年齢
①男子ダブルス 一般 （８０歳未満） ①女子ダブルス 一般 （８０歳未満）

②男子ダブルス８０歳以上 ②女子ダブルス８０歳以上

③男子ダブルス１００歳以上 ③女子ダブルス１００歳以上

④男子ダブルス１２０歳以上 ④女子ダブルス１２０歳以上

⑤男子ダブルス１３０歳以上 ⑤女子ダブルス１３０歳以上

⑥男子ダブルス１４０歳以上 ⑥女子ダブルス１４０歳以上

⑦男子ダブルス１５０歳以上 ⑦女子ダブルス１５０歳以上

⑧男子ダブルス１６０歳以上 ⑧女子ダブルス１６０歳以上

⑨男子ダブルス１７０歳以上 ⑨女子ダブルス１７０歳以上

⑩男子ダブルス１８０歳以上 ⑩女子ダブルス１８０歳以上

　　　　　　　　　※Ａ・Bの区分はありません

　・ 混合ダブルス -- ２名の合計年齢
①混合ダブルス 一般 （８０歳未満） ⑥混合ダブルス１４０歳以上

②混合ダブルス８０歳以上 ⑦混合ダブルス１５０歳以上

③混合ダブルス１００歳以上 ⑧混合ダブルス１６０歳以上

④混合ダブルス１２０歳以上 ⑨混合ダブルス１７０歳以上

⑤混合ダブルス１３０歳以上 ⑩混合ダブルス１８０歳以上

　　　　　　　　　※Ａ・Bの区分はありません

                    ※参加数が４名（組）に満たない種目は、他の種目と合同で行うことがある。

２ ０ ２ ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日

 各位
各クラブ代表者

第15回 関東ラージボール卓球大会要項

関 東 卓 球 連 盟
会 長 小 川 敏 夫



8 試合方法 ①各種目とも１１本３ゲームマッチとする。

②各種目とも３・４名（組）程度の予選リーグの後、１位・２位の者（組）による上位トーナメントと、

３位以下の者（組）による下位トーナメントに分かれて行う。

また、参加数が７名（組）に満たない種目はリーグ戦のみとする。

9 競技日程

　９：００  開館

　９：００～１０：００  受付・練習

１４０歳以上の全てのダブルス　決勝まで １０：１５  開会式

１０：４５  試合開始

　９：００  開館

　９：００～９：３０  受付・練習

７０歳以上の男・女シングルス　 決勝まで 　９：４５  開始式

１４０歳未満の男・女ダブルス　決勝まで １０：００  試合開始

　９：００  開館

　９：００～９：３０  受付・練習

１４０歳未満の混合ダブルス　決勝まで 　９：４５  開始式

７０歳未満の男女シングルス　決勝まで １０：００  試合開始

※競技日程は、参加申込数などにより、変更することがあります。

※コロナ禍につき、練習会場はございません。何卒ご了承ください。

※細かいタイムテーブルは後日連絡します。

※受付は開会式・開始式までに済ませて下さい。

10 競技ルール ①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。

イ）ポイントが １０：１０以降は、２ポイント差とする。

ロ）サービスは、２～３秒静止し、１６ｃｍ以上ほぼ垂直に投げ上げ、落下する途中を

　　打つものとする。

②表ソフトラバー（粒高ラバーを除く）のみが使用できる。またラケットの使用しない面であっても、

使用が禁止されているラバーを貼ることはできない。

③ゼッケンは、２０２２年度（公財）日本卓球協会指定のものを使用すること。

④予選リーグは相互審判、トーナメントの２回戦からは敗者審判で行う。

11 参加資格 ①２０２２年度（公財）日本卓球協会選手登録者であること。

②関東各都県卓球連盟（協会）に加盟し、参加申込時に関東各都県に居住している者。

③ダブルスのパートナーは、同一都県卓球連盟（協会）加盟者とする。

④選手は、シングルス・ダブルスの該当種目の各１種目（合計３種目）に出場できる。

ただし、混合は男女で、男子複は男子同士、女子複は女子同士で組むものとする。

⑤年齢は、２０２３年４月１日までに当該年齢に達している者であること。（早見表参照）

・一般（４０歳未満） 昭和５８年４月２日以降に生まれた者
・４０歳以上 昭和５８年４月１日以前に生まれた者
・５０歳以上 昭和４８年４月１日以前に生まれた者
・６０歳以上 昭和３８年４月１日以前に生まれた者
・６５歳以上 昭和３３年４月１日以前に生まれた者
・７０歳以上 昭和２８年４月１日以前に生まれた者
・７５歳以上 昭和２３年４月１日以前に生まれた者
・８０歳以上 昭和１８年４月１日以前に生まれた者
・８５歳以上 昭和１３年４月１日以前に生まれた者
・９０歳以上 昭和　８年４月１日以前に生まれた者

12 使用球 ラージボール公認球（Ｎｉｔｔａｋｕ プラスチック球ラージ３スタークリーン）

13 参加料 シングルス　１名：２，０００円 ダブルス　１組：３，０００円

14 表　彰 ①各種目の上位トーナメント３位まで、賞状・賞品を授与する。

　　但し、１種目の申込が８名（組）以下の時は２位まで、３名（組）以下の時は１位のみとする。

②各種目の下位トーナメント２位まで、賞品のみを授与する。（但し、参加人数により変更あり）

８月３０日（火）

８月３１日（水）

８月２９日（月）

日          程 時　間



15 申込方法 申込書に記入の上、各県卓球連盟（協会）から一括してお申込みください。

申込書 データ（Ｅｘｃｅｌ）のEメール提出にもご協力くださいますようお願い申し上げます。

参加料は、入金期間内に、下記口座まで振込をお願いします。

※電話やＦＡＸでの申込みは受理できません。

〒160-0023　東京都新宿区西新宿７－１８－５ ＶＯＲＴ西新宿４０２号室

  (一社)東京都卓球連盟　　Tel  03 (5389) 2965  /  Fax  03 (5389) 2987

ｔｔｔｆｉｎｆｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

みずほ銀行　新宿新都心支店　普通口座　１８９２８９０

一般社団法人東京都卓球連盟

16 大会全般問合せ先

（一社)東京都卓球連盟 事務局 ＴＥＬ：０３－５３８９－２９６５

担当：斎藤　信夫 携 帯：０８０－４３４６－４８７０

17 申込受付期間

２０２２年６月２日（木）～８日（水）必着のこと。

（実施の可否は、６月２日（木）までに各加盟団体へ連絡します。）

18 参加料入金期間

２０２２年６月２４日（金）～３０日（木）必着

19 その他 ①今回のシード権は２０１９年甲府大会を適用します。但し、ダブルスのパートナーが変わった

　場合は適用しません。

②参加申込書は、種目別に成績上位者から記入してください。

③２０１９年度入賞者は、備考欄に順位を記入してください。

④締切後における棄権者の参加料は返金できません。

⑤一旦申し込まれた選手の締切後の変更は原則として認めません。

⑥やむを得ない事情で棄権者が出た場合は、必ず申込先に連絡してください。

⑦持ち込みの折りたたみ椅子等の使用はご遠慮ください。

⑧競技中の怪我などについては可能な応急処置はしますが、各自の責任に帰することとします。

　選手の健康管理は本人の責任とします。高齢者や持病のある方は、健康診断等を事前に受けて

　ください。また病気、事故に備えて各自健康保険証を持参して下さい。

⑨大会当日、チェックシートにご記入の上各自ご持参ください。大会参加に際して提供される

　個人情報は、本大会活動のみに使用するものとし、それ以外の目的に使用することはありません。

⑩関東卓球連盟の申し合せ事項により、災害ほかで大会開催が不可能となった場合、参加料の

　返却はできません。

⑪この大会は「無観客」で開催いたします。選手以外、応援者等の入場はできません。

⑫８０歳以上の選手の方で、希望があれば帯同者1名の入場を可能とします。その場合は当日

　受付にて申請し、チェックシートの提出もお願いします。帯同者リボンをお渡ししますので、

　そちらをつけてご入場ください。

20 駐車場のご案内

・体育館駐車場は有料です。 
・駐車場の混雑が予想されますので相乗りでお願いします。

Eメール提出先：

振 込 先 ：

書 類 送 付 先 ：



21 コロナ禍における遵守事項
（この内容は、新型コロナウイルスが終息した場合に適用除外します）

1 以下に該当する方は、参加をお見合わせください。
　　　　　　✧ 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　　　　　✧ 同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合

　　　　　　✧ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

　　※　上記の健康状態を確認するためチェックシート（別紙２）を大会要項とともに発送しますので、
　　　恐れ入りますが参加する選手及び帯同者は必ず記入の上大会当日主催者へ提出願います。

2 各自マスクを持参してください。プレー中のマスクの着用は任意とします。
審判はマスクを着用することとします。

　
3 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願いいたします。

4 大きな声での会話、応援等は避けて下さい。

5 試合を行う留意事項
・ ラケット交換は相手に渡さずお互いに見せ合う。
・ 握手などの身体を接触させる挨拶は行わない。
・ 卓球台の上やシューズの裏で手を拭いたりしない。

6 感染防止のために主催者が決めたその他の措置をお守り頂き、主催者の指示に従って
ください。

7 大会終了後２週間以内に新型コロナウイ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について報告して下さい。

8 入場される皆様には、体育館玄関で非接触型の体温計で検温させていただきます。
３７．５度を越えた選手は、体育館に入場できません。

9 当該試合対象者以外は、アリーナ観客席で密にならないように待機してください。

21 大会中止の条件について
大会受付開始日１週間前に関東各都県のいずれかに『新型コロナウイルス感染症まん延防止等
重点措置』が適用された場合には、大会を中止する。


