平成３０年１０月
各

位
宮 城 県 卓 球 協 会
会長 柴 田 幸 男
（公印省略）
ＴＯＫＹＯ ＯＰＥＮ 2019 第 71 回東京卓球選手権大会宮城県予選会について（案内）
１．名
２．日

称 第７１回東京卓球選手権大会宮城県予選会
時 平成３０年１２月 ８日（土）
８時：開場
９時：開始式
９日（日）
８時：開場
９時：開始式
３．会
場 栗原市若柳総合体育館
栗原市若柳字川南道伝前１２５－２
ＴＥＬ ０２２８－３２－７９１１
４．主
催 宮城県卓球協会
５．主
管 栗原市若柳卓球協会
６．協
力 宮城県高体連卓球専門部
宮城県中体連卓球専門部
７．後
援 日本卓球株式会社
８．競技種目 (１)男子シングルス
【６名】年齢制限なし
(２)女子シングルス
【４名】年齢制限なし
(３)男子ダブルス
【３組】年齢制限なし
(４)女子ダブルス
【２組】年齢制限なし
(５)男子サーティ
【２名】(平成元年４月１日以前に生まれた者)30 歳以上
(６)男子フォーティ
【２名】(昭和 54 年４月１日以前に生まれた者)40 歳以上
(７)男子フィフティ
【２名】(昭和 44 年４月１日以前に生まれた者)50 歳以上
(８)男子ローシックスティ【注①】(昭和 34 年４月１日以前に生まれた者)60 歳以上
(９)男子ハイシックスティ【注①】(昭和 29 年４月１日以前に生まれた者)65 歳以上
(10)男子ローセブンティ 【注①】(昭和 24 年４月１日以前に生まれた者)70 歳以上
(11)男子ハイセブンティ 【注①】(昭和 19 年４月１日以前に生まれた者)75 歳以上
(12)男子ローエイティ
【制限無し】(昭和 14 年４月１日以前に生まれた者)80 歳以上
(13)男子ハイエイティ
【制限無し】(昭和９年４月１日以前に生まれた者)85 歳以上
(14)男子ナインティ
【制限無し】(昭和４年４月１日以前に生まれた者)90 歳以上
(15)女子サーティ
【２名】(平成元年４月１日以前に生まれた者)30 歳以上
(16)女子フォーティ
【２名】(昭和 54 年４月１日以前に生まれた者)40 歳以上
(17)女子フィフティ
【２名】(昭和 44 年４月１日以前に生まれた者)50 歳以上
(18)女子ローシックスティ【注①】(昭和 34 年４月１日以前に生まれた者)60 歳以上
(19)女子ハイシックスティ【注①】(昭和 29 年４月１日以前に生まれた者)65 歳以上
(20)女子ローセブンティ 【注①】(昭和 24 年４月１日以前に生まれた者)70 歳以上
(21)女子ハイセブンティ 【注①】(昭和 19 年４月１日以前に生まれた者)75 歳以上
(22)女子ローエイティ
【制限無し】(昭和 14 年４月１日以前に生まれた者)80 歳以上
(23)女子ハイエイティ
【制限無し】(昭和９年４月１日以前に生まれた者)85 歳以上
(24)女子ナインティ
【制限無し】(昭和４年４月１日以前に生まれた者)90 歳以上
(25)男子ジュニア
【２名】(平成 13 年４月２日以降に生まれた者)
(26)女子ジュニア
【２名】(平成 13 年４月２日以降に生まれた者)
(27)男子カデット
【２名】(平成 16 年４月２日以降に生まれた者)
(28)女子カデット
【２名】(平成 16 年４月２日以降に生まれた者)
※年齢は平成３１年４月１日までに該当年齢に達している者
※シングルス種目は一人一種目とする。
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※【 】内は東京卓球選手権大会宮城県参加枠
注①：男女共ローシックスティとハイシックスティの２種目で３名、男女共ローセブ
ンティとハイセブンティの２種目で３名枠となっております。宮城県では予選
会申込人数の多い種目を２名枠とし、少ない種目を１名枠として予選会を実施
いたします。ただし、どちらか一方に参加者がいない場合は３名枠といたしま
す（例：男子ハイセブンティに申し込みがない場合は、男子ローセブンティを
３名枠とする）
。予選会申し込み人数が同数の場合は、抽選で決定する。
９．競技日程 【１日目】１２月 ８日（土）
競技種目（３）～（２４）の２２種目
ただし、本大会参加枠制限なし種目（１２）～（１４）
、
（２２）～（２４）の６種
目は、試合を行ないません。
【２日目】１２月 ９日（日）
競技種目（１）～（２）、
（２５）～（２８）の６種目
１０．試合方法 各種目共、１１ポイント、５ゲームズマッチのトーナメントで行う。
ただし、極端に参加人数が少ない種目はこの限りではない。
１１．参加資格 ①平成３０年度宮城県卓球協会選手登録者。
＊大会申込締切日までに登録手続き完了者であること。
②第７１回東京卓球選手権大会出場希望者であること。
③高校２年生以下（中学生・小学生含む）の参加資格については次のとおりとする。
出場種目は任意とする（例：ジュニア層の選手が競技種目(１)や(２)に参加可能）。
Ａ：平成３０年度県高校総体 シングルス又はダブルス出場選手
Ｂ：平成３０年全日本ジュニア県予選会 出場選手
Ｃ：平成３０年度県高校新人 シングルス又はダブルス出場選手
Ｄ：平成３０年度県中総体 シングルス出場選手
Ｅ：平成３０年度全日本カデット県予選会 各種目ベスト３２の選手
（種目は問わないシングルス・ダブルスどちらの種目でも可）
Ｆ：平成３０年度県中学校新人 シングルス出場選手
注：ダブルス種目はシングルス出場可能選手同士またはどちらかの一方の選手がシ
ングルス出場可能選手であれば出場可能。ただし、シングルス出場権をもたな
い選手が一般（社会人・大学生）選手や高校３年生とダブルスを組んで出場す
ることは出来ません。
※平成１３年４月１日以前に生まれた高校生の参加制限はありません。
④日本学生卓球連盟の所属選手で、宮城県以外の都道府県に登録している選手の出場
は認めない。
⑤日本学生卓球連盟所属の選手は、単・複を異なる都道府県から出場することは出来
ませんので、予選会も単・複を異なる都道府県から出場することは認めない。
１２．ル ー ル ①現行の日本卓球ルールによる。
②タイムアウト制は適用しない。
１３．本大会無条件選手
別紙参照
１４．使 用 球 日本卓球株式会社 ４０ｍｍホワイト（プラスチック球）
１５．参 加 料 競技種目（１）・（２）・（５）～（11）・（15）～（21） １人 ２，０００円
競技種目（３）・（４）
１組 ３，０００円
競技種目（２５）～（２８）
１人 １，０００円
競技種目（12）～（14）
、
（22）～（24）の本大会参加枠無制限の６種目は無料
１６．参 加 料 参加料は払込取扱票にて振り込んでください。【納入期限１１月１９日(月)】
納入方法 ゆうちょ銀行振替口座 口座名：宮城県卓球協会 口座番号：02270-3-40587
注意：通信欄に必ず大会名、チーム名、申込責任者の氏名を記入してください。
ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口、払込み機能付きのゆうちょ銀行のＡＴＭから
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１７．申込方法

１８．申込締切

１９．組み合せ
２０．本 大 会

２１．備

考

お振り込みください。他の金融機関からの振り込みは出来ません。
手数料は各自ご負担ください。
所定の申込用紙に必要事項を記入し下記宛に送付すること。
事務局への持参、ＦＡＸでの申し込みは受け付けません。
〒９８１－０９４３ 仙台市青葉区国見一丁目８番１号 東北福祉大学内
宮城県卓球協会宛
平成３０年１１月２０日（火）必着
※参加料の納入締切日と大会申込用紙の締切日が違います。それぞれの期日までに
確認できなかった場合には、原則参加できませんのでご了承ください。
平成３０年１１月２４日（土）に組合せ会議開催予定。
組合せは１２月３日（月）を目途に当協会ＨＰで公表予定。
今年度は東京体育館改修工事のため、種目別の分割大会となります。
◎一般シングルス・ダブルス・年代別の部
期 日：平成３１年３月２２日（金）～２４日（日）３日間
会 場：駒澤体育館／駒沢屋内球技場（東京都世田谷区）
◎ジュニア／カデットの部
期 日：平成３１年３月１１日（月）～１３日（水）３日間
会 場：SUBARU 総合スポーツセンター（東京都三鷹市）
☆参加料：シングルス３，０００円（カデットの部は２，０００円）
ただし、ナインティの部は無料
ダ ブ ル ス４，０００円
※本大会の競技日程は東京都卓球連盟ＨＰで確認してください。
大会要項は公開されております。
①平成３０年度（公財）日本卓球協会指定のゼッケンを必ず使用すること。
②参加資格に疑義がある場合は、事前に事務局までお問い合わせください。
③競技中、万一事故のあった場合、主催者側は責任を負いません。
公益財団法人日本卓球協会「会員お見舞い制度」の範囲内で対応いたします。
④競技種目（12）
・
（13）
・（22）
・（23）の４種目につきましては、本大会参加料を振
り込み、予選会に申し込みください。
⑤競技種目（14）・（24）のナインティ（９０歳代）の部に参加する選手に対する、
ご家族の同意書については現在主催団体に問い合わせ中です。
⑥無条件参加選手で、本大会に参加する選手は、本大会参加料を振り込み、予選会に
申し込みください。ただし、予選会参加料は必要ありません。
⑦本大会の出場権を獲得した選手は予選会当日本大会参加料を納入してください。
⑧大会１日目、同会場にて第２８回東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会宮
城県予選会が開催されます。男・女ダブルス種目に参加する小学５年生以下の選手
は、同日同会場で２つの大会に参加することになります。その場合は、試合順序等
を考慮いたします。
⑨申し込みの際は、必ず参加申込用紙の控え（コピー）をお取りください。

☆この大会に関する問い合わせについて☆
※問い合わせはメールでのみ受付いたします。E-mail：miyagikentaku@gmail.com
注：携帯電話・スマートフォンの場合は、miyagikentaku@gmail.com からのメールを
受信できることが必要となります。
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第 71 回東京卓球選手権大会招待選手・無条件選手
次に該当する選手は予選会を経ずに本大会に出場できる。
◆招待選手（招待選手は対象種目に限り参加料無料）
①国際卓球連盟１０月度世界ランキング１００位以内の選手…該当種目へ
②平成２９年度全日本卓球選手権大会一般シングルスベスト１６…該当種目へ
◆無条件出場対象選手
①２０１８年世界卓球選手権大会 日本代表選手…該当種目へ
②TOKYO OPEN2087 第７０回東京卓球選手権大会
一般男女シングルスベスト１６、ダブルスベスト８、年代別シングルスベスト８
ジュニアベスト８、カデットベスト８…該当種目へ
③平成２９年度全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）
ダブルスベスト８、ジュニアベスト８
…該当種目へ（高校３年生は一般、中学３年生はジュニアへ）
④第５２回全日本社会人卓球選手権大会
シングルスベスト８、ダブルスベスト８…該当種目へ
⑤平成３０年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部）
年代別シングルスベスト８…該当種目へ
⑥第８５回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）
シングルスベスト８、ダブルスベスト８…該当種目へ
⑦第１５回全日本学生選抜卓球大会
シングルスベスト４…該当種目へ
⑧第８７回全国高等学校卓球選手権大会
シングルスベスト８、ダブルスベスト８…該当種目へ（高校３年生は一般へ）
⑨第４９回全国中学校卓球大会
シングルスベスト８…中学３年生はジュニア、１・２年生はカデットへ
⑩平成３０年度全日本選手権大会（カデットの部・ホープスの部）
シングルスベスト８…カデットへ
※宮城県関係者は次の通り。
第７０回東京卓球選手権大会成績により
男子ハイシックスティ 村 上
力（桔梗苦羅舞）２位
男子ハイセブンティ
黒 田 幸 彦（仙台萩クラブ）２位
男子ハイエイティ
神 崎 榮 藏（枡江卓球同好会）４位
男子ナインティ
三 浦
明（萩クラブ）１位
平成３０年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部）成績により
女子フォーティ
村 上 富 貴（桔梗苦羅舞）８位
男子ハイシックスティ 村 上
力（桔梗苦羅舞）５位
男子ハイセブンティ
黒 田 幸 彦（仙台萩クラブ）３位
男子ハイエイティ
神 崎 榮 藏（枡江卓球同好会）３位

注：平成３０年１０月２９日現在の無条件参加選手宮城県関係者一覧です。
今後開催される各種大会で、本大会.無条件参加選手に該当する場合は予選会を経ずに参加する
ことが出来ます。不明な場合は、当協会事務局までお問い合わせください。
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