
第36回中国プロックレディース卓球大会 実施要項

(※ コロナ禍の状況により大会要項が変更される場合がございますのでご承知おきください。)

1.名   称 第36回中国プロックレディース卓球大会

2 期   日 2022年 10月 22日 (土)～ 23日 (日 )  _
3.会   場 松江市総合体育館

〒690-0826 島根県松江市学園南1-21-l TEL:0852-25-1700

4.主   催 中国卓球連盟         、

5.主   管 (一社)島根県卓球協会 島根県レディース卓球協会 松江市卓球連盟

6.後   援  (申請中)公益財団法人島根県スポーツ協会 松江市長 山陰中央新報社

7.競 技種 目 ①団体戦 (2単 1複)AB CD ランク別 申告制

②個人戦ダブルス  2人 の合計年齢別  109歳まで      1部
110～ 124歳 まで   2部
125～ 132歳 まで   3部
133～ 139歳 まで   4部
140歳以上      5部

8.参 カロ資格 ①参カロ年齢は25歳以上の女性とする。 (2023年 4月 1日 までに当該年齢に達している者)

②2022年度 (公財)日本卓球協会選手登録者であること。

9.試 合 方法 ①団体戦

(ア)チーム編成

1)各チーム共、監督 1名 、選手4～ 6名 を登録する。

2)競技は4名による 1ダブルス2シングルスで行う。

3)同一チームで編成することが望ましいが、編成が困難な場合は混成チームでも参加を認める。

(イ )オーダー順序

1)1番シングルス 2番ダブルス 3番シングルス

2)出場選手はシングルスとダブルスに重複して出場することはできない。

(ウ)試合方法

1)原則として4チームによる第 1ス テージ (リ ーグ戦)を行い、各ブロックの同-1贋位同士による

第 2ステージ (ト ーナメント)を行う。

2)第 1ス テージ(リ ーグ戦)は 3ゲームマッチ、第 2ステージ (ト ーナメント)は 5ゲームマッチと

する。 参加チーム数により第 2ステージ (ト ーナメント)を 3ゲームマッチで行う場合がある。

3)第 1ス テージ (リ ーグ戦)は、勝敗に関係なく全試合 (3番まで)行 う。

その記録結果は、リーグ内で試合得点が同じ場合にすべて比率計算対象となる。

4)第 2ステージ (ト ーナメント)は、 2点先取で行う。

②個人戦ダブルス

(ア)試合方法

1)各部 (1部から5部)ごとに3～ 4組で第 1ステージ (リ ーグ戦)を行い、各リーグ同一I贋位

同士による第 2ステージ (ト ーナメント)を行う。

 ヽ    2)第 1ス テージ (リ ーグ戦)は 3ゲームマッチ、第 2ステージ (ト ーナメント)は 5ゲームマッチと

する。参加チーム数により第 2ステージ (ト ーナメント)を 3ゲームマッチで行う場合がある。



10`競 技 日程 2022年 10月 22日 (土)10,00受付 11:00 開会式

開会式後 団体戦 第1ス テージ (リ ーグ戦)から第 2ステージ (ト ーナメント)まで

2022年 10月 23日 (日 )9:00 競技開始

個人戦 ダブルス 第 1ス テージ (リ ーグ戦)か ら第 2ステ‐ジ (ト
ニナメシト)まで

11.競 技ルニル ①現行の日本卓球ルールによる。但し、「「タイムアウト」は適用しない。

②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。

12:使 用 球 」TTA公認プラスチック球 40面ホフイ ト球 ニッタク、バタフライ (予定)

13.表   彰 ①団体戦

。第2ステニジ (1位 トーナメント)の各クラス1位から3位 (ベスト4)まで賞状・冨1賞 を贈る
`

・第2ステージ (2位以下トーナメント)1位のみ副賞を贈る。

●②個人戦ダブルス
ー  ・第2ステニジ (1位 トーナメント)の各クラス1社から3位 (人スト4)まで賞状 =ヨl賞 を贈る。

・第2ステージ (2位以下トーナメント)1位のみ副賞を贈る。

:4,申 込‐締切 2022年8月 6日 (土)必着
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申込書送付先 :〒 747-0807 防府市桑南2-14-3
防府卓球センター ウチダスポーツ 内田 貞子

参 加 料  :現金書留にてお送りください

■ ...
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「

15:参 加 料 団体戦   1チ ーム 6,000円

ダブルス  1組    2,000円

16.宿 泊 等 宿泊施設t弁当は各自で手配してくださいも                       ‐

17_監 督会議 ①時間の都合で省略し、後日文書によりご連絡します:

‐  ②選手変更は、各県のレディース委員長を通じてわかり次第連絡をお願いします
`

18.繰   習 今大会は新型コロすウイルス感染拡大予防対策のため、会場での練習はできません。

19,そ の 他 ① (公財)日 本卓球協会に登録してぃるチーム名を使用し、ゼッケンは申込みチーム名で統二して

くださいち

l  ②監督の役員登録は不要です。

③ユニフォーム (上)は原則としてt団体戦はチーム、ダブルスは組単位で揃えてください。

④同色のユニフォ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フオームを持参して

‐ | ください。

⑤大会当日 (2日 間)は、健康状態申告書を全員提出してください。     ‐       i
⑥選手、監督以外 (帯同者)で人館される方も、健康状態申告書の提出をお願いします。|   ‐

⑦新型コロナウイルス感染拡大予防のため無観客試合とします。特別な事情で帯同者として入館を

希望される方は、事前に各県の委員長まで申請してください。

③駐車場は、松江市総合体育館にあります。

(1日 200円 駐車券を受付の横のカードリニダーに通してください)

問い合わせ先  携帯 θ70‐
`4∂ `-92子

′ 内 日


