
第４５回全日本社会人卓 球選手権大会 愛知県予選 要 項

主催 愛知県卓球協会

１．開催 期日 平成２３年６月 ５日（日） 午前９時開館、９ 時３０分試合開始

２．開催 場所 豊川市総合体育館 （℡ 0533-86-5175）

３．種 目 ・男子シングルス ・女子シングルス

・男子ダブルス ・女子ダブルス

４．参加 資格 （１）県下に平成 23年４月１日から引き続き、居 住または勤務して

いる者で、 平成 23年度愛知県卓球協会加盟 登録員であること。

（２）平成 22年度 全日本社会人・全日本選手権男 女シングルスベス

ト１６位、 平成 22年度全日本社会人・全日 本選手権男女ダブ

ルスベスト ８位は無条件で本大会の該当種 目に参加できる。

（３）（ ２） の選 手は締切日までに予選参加 料及 び本大会参加料

を添えて申 し込む。（その際申込書・ 備考 欄に明記のこと）。

（４）学校教育法 第 1条に規定する学校に在籍す る学 生及び生徒は

出場できな い。ただし、勤労を生活の主と している者で、大

学、短期大 学において夜間授業を行う学部 、通信による教育

を行う学部 に在籍、または高等学校におい て定時制・通信制

の課程を履 修している者はこの限りではな い。

（５）全日本（マ スターズ）への重複出場は禁止 する。但し、ダブ

ルス種目は 全日本（マスターズ）への重複 出場は可。

（６）外国籍選手 は日本で出生し、引き続き年３ 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

者は男女シ ングルスに出場できる。ダブル ス種目については

出場資格制 限はない。

（７）本大会に出 場する選手は、添付資料に定め られた所定の

段位を、本 大会前に取得すること。

５．試合 方法 各種目共にトーナ メントまたはリーグ戦。

ルールは現行の日 本卓球ルールに準ずる。

タイムアウト制は 採用しない。

卓球台はグリーン 又はブルーを使用する。

※ 同色のユニホ ームによる対戦を避けるため、 ２種類以上の色の

違うユニホー ムを持参すること。

６．使用 球 ４０㎜ 白（Ｔ Ｓ Ｐ・ ニッ タク ・バ タフ ライ ）

７．本大 会参加数 男女シングルス １０名、男女ダブルス ５組

８．参加 料 シングルス１名 １，０００円 、ダブルス１組 １，５００円

９．申込 方法及び締切

別紙の申込書に記 入の上、現金書留にて参加料と 共に送付のこと。

〒 464-8540 名 古屋市千種区若水 3-2-12 愛 工大名電高校内

愛知県卓球協会 宛（℡ 052-722-3355 ）

平成２３年 ５月 １３日（金）必着



10. 本大 会について １１月 ４日（金 ）～ ６日（日）

大分県べっぷアリ ーナ

℡ 0977-21-2323 FAX 0977-21-8090

11. 注 意 （１）予選競技中 の傷害は、応急処置だけ行う。

（２）全国大会に 無断で棄権した場合は、次回か ら出場停止です。

（３）出場者は必 ずゼッケン着用のこと（日卓協 指定のもの）。

（４）ダブルスペ アはユニホーム（上）を揃える こと。下（ ｼｮｰﾂ・

ｽｶｰﾄ）は同 系色で可。

（５）やむを得な い事情で本大会を棄権する場合 は、分かり次第、

遅くとも本 大会の３日前までに、巻末の「 棄権届け」を

愛知県卓協 会あて送付して下さい。（緊急 の場合は、ＦＡＸ

と郵送の両 方で連絡して下さい。）

前日以降の 場合は、本大会会場へＦＡＸす ると共に原紙を

愛知県卓球 協会へ送付して下さい。

無断棄権の 場合は、以後の県外大会への派 遣を禁止する

ことがあり ます。

本申 込書の個人情報（氏名・所 属） を①上位入賞者の新聞発表 ②「 卓球愛知」

（ 記録 集）等に記載することに同 意し て下さい。

万一 、同意されない方は申込用 紙氏 名記載欄に×印を記入して 下さ い。その場

合、「Ａ（所属名）」と表示されます。

注１）段 級制規定要約

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 卓球選手権大会（マスターズの 部）

③全日本 卓球選手権大会（一般・ジュニ アの部）④全日本卓球選手権大 会（団体の部）

⑤全日本 実業団卓球選手権大会

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 日本卓球選手権大

会（マス ターズの部）の７０才以上の種 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（平成元年度以降 ）

（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



第４５回全日本社会人卓球選手権大会県予選申込書

申込責任者 ℡

男 子

シ ング ルス ダブ ルス

氏 名 所 属 氏名記載 備考 氏 名 所 属 氏名記載 備考

女 子

シ ング ルス ダブ ルス

氏 名 所 属 氏名記載 備考 氏 名 所 属 氏名記載 備考

※必ず強い順に書い てく ださい。
本申 込書の記載内容は本大会関係業 務以外には使用しません。

シング ルス 名×１０００円＝ 円

ダブル ス 組×１５００円＝ 円

無条件出場者本大会参加料 円

合 計 円


