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平成２８年３月吉日

関東各都県卓球連盟（協会）

会 長
各位

各クラブ代表者

関東卓球連盟

会長 川田 進

（公印省略）

第９回 関東ラージボール卓球大会要項

１ 期 日 平成２８年９月１６日（金）から１８日（日）

２ 会 場 茨城県筑西市立下館総合体育館 （電話：０２９６－２８－５０４０）

所在地：〒３０８－００６７ 茨城県筑西市上平塚６２７

交 通：電車の場合 JR小山駅からJR水戸線玉戸駅下車または下館駅下車からタクシー１５分

３ 主 催 関東卓球連盟

４ 主 管 茨城県卓球連盟

５ 後 援 筑西市 筑西市教育委員会 筑西市体育協会

６ 協 賛 日本卓球株式会社 卓球王国

７ 競技種目 ○シングルス（Ａ、Ｂおよび初級者）
①男子シングルス一般（５０歳未満）

②男子シングルス５０歳以上

③男子シングルス６０歳以上

④男子シングルス６５歳以上

⑤男子シングルス７０歳以上

⑥男子シングルス７５歳以上

⑦男子シングルス８０歳以上

⑧男子シングルス８５歳以上

⑨男子シングルス９０歳以上

⑩男子シングルス初級者（７０歳未満）

⑪男子シングルス初級者（７０歳以上）

⑫女子シングルス一般（５０歳未満）

⑬女子シングルス５０歳以上

⑭女子シングルス６０歳以上

⑮女子シングルス６５歳以上

⑯女子シングルス７０歳以上

⑰女子シングルス７５歳以上

⑱女子シングルス８０歳以上

⑲女子シングルス８５歳以上

⑳女子シングルス９０歳以上

㉑女子シングルス初級者（７０歳未満）

㉒女子シングルス初級者（７０歳以上）

○ダブルス（Ａ、Ｂおよび初級者）：２名の合計年齢
①男子ダブルス一般（１００歳未満）

②男子ダブルス１００歳以上

③男子ダブルス１２０歳以上

④男子ダブルス１３０歳以上

⑤男子ダブルス１４０歳以上

⑥男子ダブルス１５０歳以上

⑦男子ダブルス１６０歳以上

⑧男子ダブルス１７０歳以上

⑨男子ダブルス１８０歳以上

⑩男子ダブルス初級者（１４０歳未満）

⑪男子ダブルス初級者（１４０歳以上）

⑫女子ダブルス一般（１００歳未満）

⑬女子ダブルス１００歳以上

⑭女子ダブルス１２０歳以上

⑮女子ダブルス１３０歳以上

⑯女子ダブルス１４０歳以上

⑰女子ダブルス１５０歳以上

⑱女子ダブルス１６０歳以上

⑲女子ダブルス１７０歳以上

⑳女子ダブルス１８０歳以上

㉑女子ダブルス初級者（１４０歳未満）

㉒女子ダブルス初級者（１４０歳以上）

○混合ダブルス（Ａ、Ｂおよび初級者）：２名の合計年齢
①混合ダブルス一般（１００歳未満）

②混合ダブルス１００歳以上

③混合ダブルス１２０歳以上

④混合ダブルス１３０歳以上

⑤混合ダブルス１４０歳以上

⑥混合ダブルス１５０歳以上

⑦混合ダブルス１６０歳以上

⑧混合ダブルス１７０歳以上

⑨混合ダブルス１８０歳以上

⑩混合ダブルス初級者（１４０歳未満）

⑪混合ダブルス初級者（１４０歳以上）

８ 競技方法 ①１マッチは、３ゲームで構成される。マッチの勝敗は、２ゲーム先取者（組）を勝ちとする。
②各競技種目とも予選リーグは、１ブロック４人（組）を原則として行う。その結果により、ブロック
１位・２位者（組）による上位トーナメントとブロック３位以下による下位トーナメントを行う。



- 2 -

③参加者が２人（組）以下の種目は、直近種目の予選ブロックで同一種目者間の順位を決める。
④参加数が３～８人（組）までの種目は、リーグ戦のみとする。
⑤参加者が９～１６人（組）の種目は、上位・下位トーナメントの区分をしない。
⑥男女シングルス８５・９０歳以上、男女ダブルスおよび混合ダブルス１７０・１８０歳以上は、A、B
のクラス分けをしない。

９ 競技日程

日 程 時 間 概 要

９月１５日（木） １５：００～１７：００ 受付および練習時間

８：００ 開館
８：００～８：４０ 受付および練習時間

９月１６日（金） ９：００ 開会式
９：３０～ 試合は、合図で一斉に開始します。

１３０歳以上混合ダブルス予選から決勝まで
１３０歳以上男・女ダブルス予選から決勝まで
※初級者混合、男・女ダブルス予選から決勝まで

８：００ 開館
８：００～８：４０ 受付および練習時間

９月１７日（土） ９：００ 開始式
９：３０～ 試合は、合図で一斉に開始します。

全年齢の男・女シングルス予選から決勝まで
※初級者男・女シングルス予選から決勝まで

８：００ 開館
９月１８日（日） ８：００～８：４０ 受付および練習時間

９：００～ 試合は、合図で一斉に開始します。
１３０歳未満混合ダブルス予選から決勝まで
１３０歳未満男・女ダブルス予選から決勝まで

※日程については、参加申込数により変更することがあります。
※受付は、毎朝行っていますが、競技進行に支障とならないよう競技日朝８時４０分までに
受付を済ませて下さい。

１０ 参加資格 参加資格は、以下の通りとする。
・平成２８年度（公財）日本卓球協会登録会員であること。
・関東各都県卓球連盟（協会）に加盟し、現に関東各都県に居住しているもの。
・男女ダブルス、混合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。
ただし１７０歳以上については、関東卓球連盟加盟者同士を認める。
・選手は、３種目に参加できる。
・混合複は、男女。男子複は、男子同士。女子複は、女子同士で組むものとする。
・年齢は、平成２９年４月１日までに当該年齢に達しているもの。

・一般（５０歳未満） 昭和４２年４月２日以降に生まれたもの。
・５０歳以上 昭和４２年４月１日以前に生まれたもの。
・６０歳以上 昭和３２年４月１日以前に生まれたもの。
・６５歳以上 昭和２７年４月１日以前に生まれたもの。
・７０歳以上 昭和２２年４月１日以前に生まれたもの。
・７５歳以上 昭和１７年４月１日以前に生まれたもの。
・８０歳以上 昭和１２年４月１日以前に生まれたもの。
・８５歳以上 昭和 ７年４月１日以前に生まれたもの。
・９０歳以上 昭和 ２年４月１日以前に生まれたもの。

・クラスの異なる者がダブルスを組む場合は、上位者のクラスに出場すること。

○Aクラス者とBクラス者が組む場合は、Aクラスに出場する。

Aクラス者とCクラス者が組む場合は、Aクラスに出場する。

Bクラス者とCクラス者が組む場合は、Bクラスに出場する。

○過去の大会でBクラスまたはCクラスで優勝した者は、それぞれ上位クラスに出場すること。

１１ Ａ、Ｂ、初級者のクラス分け
・Ａクラス ①硬式の各種大会、レディース大会、ねんりんピック代表選手等の各都県代表

になった経験を有するもの及び全国ラージボール卓球大会Ａクラス出場選手。
②硬式、ラージボール卓球を問わず過去５年以内のオープン大会を含む大会で
入賞経験を有するもの及び入賞経験者が含まれる組（ダブルスを含む）

③本大会Ｂクラス優勝経験者(ダブルスを含む)
④参加希望者
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⑤前大会Ａクラス予選リーグ全敗者は、希望により次年度Ｂクラスに出場する

ことができる。

・Ｂクラス ①過去５年以内のオープン大会を含む大会で入賞未経験者

(各都県卓球連盟（協会）の責任とします。）

②前大会Cクラス優勝者

・初級者 ①初級者に関東大会の雰囲気を楽しんでいただくクラス
②クラスの目安は、茨城県が開催しているSリーグで６～８部在籍者

１２ 競技ルール ①現行のラージボール卓球ルールを適用します。

②表ソフトラバーのみ使用できます。なお、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ません。

③ラバーを裏面に貼る場合は、正規のラバーを全面に貼ってください。

１３ 参加料 シングルス１名：2,000円 男・女ダブルス１組：3,000円 混合ダブルス１組：3,000円

１４ 使用球 Nittakuラージボール４４mm（プラスチック製）

１５ 表 彰 ①表彰は、競技種目毎に行う。

②賞品は、上位３位まで、下位トーナメント２位まで授与します。

③賞状は、Ａ、Bクラス上位３位まで授与します。

④健康高齢者表彰は、平成２９年４月１日までに満８０歳、満８５歳、満９０歳の者とします。

１６ 申込先 別紙参加申込書に記載し、各都県の卓球連盟（協会）から一括してお申し込み下さい。

なお、電話やFAXでの申込は、受理できません。

発送先：〒３０２-００２２

茨城県取手市本郷２－６－２２ 村山正毅

１７ 参加料振込先

銀 行 名：ゆうちょ銀行

口座番号：００１５０－０－３３２８１０

口座名義：茨城県ラージボール部

１８ 大会全般問い合わせ先

問い合わせ先：村山正毅

電 話 番 号：０２９７－７３－４５０５

１９ 参加申込締切り 平成２８年７月１１日（月）必着

２０ 宿泊及び弁当 同封の資料を参考にして、参加者が直接お申し込み下さい。

２１ 昼食の注文 同封の資料を参考にして、参加者が直接お申し込み下さい。

２２ その他 ①種目別参加申込書の記入は、成績の上位者から記入して下さい。

②前年度入賞者は、備考欄に順位を記入して下さい。

③締切後(H28年7月11日以降)における棄権者の参加料は、返還できません。

④締切後（H28年7月11日以降)の選手変更は、認めません。

⑤やむを得ない事情で棄権者がでた場合は、必ず申込先に連絡して下さい。

⑥病気、事故に備えて、各自の健康保険証を持参して下さい。なお、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、事前に健康診断等を受けて下さい。大会参加中
の事故については、日本卓球協会が定めた「会員お見舞い制度」の範囲内で対応します。

⑦大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動にのみ利用するものとし、それ以外の

目的に利用することはありません。
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※筑西市立下館総合体育館から距離が近い順に紹介してあります。

ホテル名 住 所 電話番号
平成ホテル 筑西市伊佐山１６０－８ ０２９６－２８－６４４４
旅館 三水 筑西市伊佐山１５５－２ ０２９６－２８－０９２７
ホテル ルートイン下館 筑西市西谷貝３６０－１ ０２９６－２３－１６１１
ビジネス旅館 あらい 筑西市中舘１４９ ０２９６－２２－３８６１
ホテル 新東 筑西市乙８３４ ０２９６－２４－３３５１
ホテル ニューつたや 筑西市乙９０７－１ ０２９６－２４－８１８１
旅館 三桝や 筑西市甲８５１ ０２９６－２２－３０７３
割烹ホテル 魚正 筑西市横島２７３－５ ０２９６－２２－４５８５
釜儀旅館 筑西市海老ヶ島１５９９－１ ０２９６－５２－００５１

各クラブ単位で直接お申し込み下さい。

店 名 電話番号 備 考
ほっともっと下中山店 ０２９６－２２－０１５５ 各種弁当
モンマートむらかみ ０２９６－２２－６９８８ 和食弁当
つくし ０２９６－３７－８３３８ 和食弁当
よづ屋 ０２９６－２８－６０４６ 焼きそば、そばめし専門店
謙信 ０２９６－２５－０１４５ 和食弁当
弁当センター ひがの ０２９６－２４－９０４６ 和食弁当

メニュー、値段等は、各店舗へ直接お問い合わせ下さい。

ご注文は、早めにお願いします。


