
第 4回全日本ラージボール卓球選手権大会 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 4回全日本ラージボール卓球選手権大会 

（2）期  日 2022年 2月 11日(金)～13日(日) 

（3）会  場 アダストリアみとアリーナ 

   バス：ＪＲ水戸駅北口 5番バス乗場より「大工町三丁目」下車、徒歩 6分、 

              ○茨城交通「新原経由・茨大前行き」、「赤塚駅方面行き」、「双葉台方面行き」 

            ○ＪＲバス関東「赤塚駅行き」 

   〒310-0034 茨城県水戸市緑町 2-3-10 東町運動公園  TEL：029-303-6335 

（4）主  催 公益財団法人日本卓球協会 

（5）主  管 茨城県卓球連盟、水戸市卓球協会 

（6）後  援 茨城県、茨城県教育委員会、公益財団法人茨城県スポーツ協会、水戸市、水戸市教育委員会、          

公益財団法人水戸市スポーツ協会、株式会社茨城新聞社 

 

（7）競技種目 

イ．シングルス： 

①一般男子シングルス（年齢制限なし） ⑩一般女子シングルス（年齢制限なし） 

②男子シングルス 40（40歳以上）  ⑪女子シングルス 40（40歳以上） 

③男子シングルス 50（50歳以上）  ⑫女子シングルス 50（50歳以上） 

④男子シングルス 60（60歳以上）  ⑬女子シングルス 60（60歳以上） 

⑤男子シングルス 65（65歳以上）   ⑭女子シングルス 65（65歳以上） 

⑥男子シングルス 70（70歳以上）  ⑮女子シングルス 70（70歳以上） 

⑦男子シングルス 75（75歳以上）  ⑯女子シングルス 75（75歳以上） 

⑧男子シングルス 80（80歳以上）  ⑰女子シングルス 80（80歳以上） 

⑨男子シングルス 85（85歳以上）  ⑱女子シングルス 85（85歳以上） 

 

ロ．混合ダブルス：ダブルスは 2名の合計年齢とする。 

①一般混合ダブルス （年齢制限なし） 

②混合ダブルス 80 （合計 80歳以上） 

③混合ダブルス 100（合計 100歳以上） 

④混合ダブルス 120（合計 120歳以上） 

⑤混合ダブルス 130（合計 130歳以上） 

⑥混合ダブルス 140（合計 140歳以上） 

⑦混合ダブルス 150（合計 150歳以上） 

⑧混合ダブルス 160（合計 160歳以上） 

 

（8）試合方法 

①各種目とも 11ポイント 3ゲームマッチとする。 

②全ての種目は、第 1ステージは 3～4名（組）によるリーグ戦とし、第 2ステージは第 1ステージの 

1位の者（組）によるトーナメント方式とする。（１種目１トーナメント） 

 

（9）競技日程 （日程については参加申込数などにより変更することがあります。 

   確定次第本会ホームページにて掲載いたしますのでご承知おき下さい。） 

2 月 10 日(木) 受付（D130歳以上、S65歳以上、それ以外は土曜日より予定） 

11 日(金) 開会式 

  混合ダブルス 130歳以上、シングルス 65歳以上 

    12 日(土) シングルス 65歳以上（決勝まで） 

  混合ダブルス 120歳以下、シングルス 60歳以下 

     13日(日) 男女シングルス（決勝まで） 

  閉会式 

 

（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）による。 

②使用球は、JTTA公認プラスチック球 44㎜を使用する。 

③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。 

④ゼッケンは 2021年度（公財）日本卓球協会指定のものを使用すること。 

⑤チェンジエンドは行わない。 

 



（11）参加資格 ①参加者は、2021年度（公財）日本卓球協会選手登録者であること。 

  ②年齢は、2022年 4月 1日迄に当該年齢に達している者であること。 

   （但し、一般に出場する選手の年齢制限はない） 

（イ）40（40歳以上）は 1982年（昭和 57年）4月１日以前に生まれた者。 

（ロ）50（50歳以上）は 1972年（昭和 47年）4月１日以前に生まれた者。 

（ハ）60 (60歳以上）は 1962年（昭和 37年）4月１日以前に生まれた者。 

（ニ）65 (65歳以上）は 1957年（昭和 32年）4月１日以前に生まれた者。 

（ホ）70（70歳以上）は 1952年（昭和 27年）4月１日以前に生まれた者。 

（ヘ）75（75歳以上）は 1947年（昭和 22年）4月１日以前に生まれた者。 

（ト）80（80歳以上）は 1942年（昭和 17年）4月１日以前に生まれた者。 

（チ）85（85歳以上）は 1937年（昭和 12年）4月１日以前に生まれた者。 

  ③各選手はシングルス、混合ダブルスの両種目出場することができる。 

④同一種目内において、一般と年代別を重複して出場はできない。 

  ⑤混合ダブルスのパートナーは同一加盟団体の者に限る。 

  ⑥各都道府県代表は、各都道府県卓球協会（連盟）主催の予選会もしくはその他適当な方法により選出 

されたものであること。 

   必ず各都道府県の加盟団体の責任者が全種目を一括して申し込むこと。 

  ⑦外国籍選手は出場できない。但し、次の場合はこの限りではない。日本で出生した者は、大会申し込 

み時点まで 3年以上継続して日本に在住していること。また、外国で出生した者は、大会申し込み時 

点まで 10年以上継続して日本に在住していること。 

   ダブルス種目については出場資格制限はない。 

  ⑧無条件参加選手 

   第 2回（2019年）全日本ラージボール卓球選手権大会シングルス 1～8位（8名）の選手、混合ダブル 

ス 1～3位の組（4組）は推薦出場できる。（別表参照） 

   当該年齢種目または下の年代の種目の 1つに出場できるものとする。 

   混合ダブルスのペアを解消した場合は推薦出場できない。 

 

（12）参 加 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シングルス男女各枠 混合ダブルス 

都道府県名 人数 都道府県名 組数 

東京,愛知 各40名 東京,愛知 25組 

北海道,静岡 各30名 北海道,神奈川,静岡 15組 

千葉,神奈川,新潟,大阪 各25名 埼玉,千葉,新潟 12組 

青森,山形,福島,茨城,栃木,埼玉, 

富山,山口 

各15名 青森,宮城,秋田,山形,福島,茨城, 

富山,大阪,山口,徳島 

10組 

 

岩手,宮城,秋田,広島,香川,徳島, 

福岡 

各10名 岩手,栃木,群馬,山梨,長野,石川,福井,三重,

岐阜,滋賀,京都,兵庫,奈良,和歌山,鳥取, 

島根,岡山,広島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,

長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄 

9組 

 

 

 
群馬,山梨,長野,石川,福井,三重,岐阜,滋賀,

京都,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,岡山, 

愛媛,高知,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎, 

鹿児島,沖縄 

各 9名 

※主管地は男女シングルス各 20名と混合ダブルス 20組を増枠する。 

 

（13）参 加 料 シングルス 1名 3,000円、ダブルス 1組 4,000円 

 

（14）申込方法 大会申込システムを使用して申し込むこと。なお、主管地には、データを本会よりメールで送ります。 

  参加料は加盟団体より①現金書留又は②振込にて、（公財）日本卓球協会宛送金のこと。 

① 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4－2 Japan Sport Olympic Square 

    （公財）日本卓球協会 宛 

    TEL：03-6721-0921 FAX：03-6721-0931 

② 振込先：みずほ銀行 渋谷支店 当座 №5337 公益財団法人日本卓球協会 

 

        ※送金内訳表は現金書留の場合は同封、振り込みの場合はメール、郵送、FAX などで本会へ 

送ること。   メール：jigyou@jtta.or.jp 
 

 注）個人またはチームからの（公財）日本卓球協会への直接申込および送金は受け付けない。 

   必ず各都道府県の加盟団体が上記参加資格を確認し、一括して申込みをするものとする。 

 



（15）申込締切 2021年 12月 13日(月)までに申込手続きを完了すること。 

  申込締切日以降は大会申込システムにアクセスできない。締切期日を厳守すること。 

 

（16）表  彰 各種目 1～3位までとし、該当選手にメダル、表彰状を授与する。 

  ※参加者が 8名（組）に満たない種目は 1、2位のみの表彰とする。 

 

（17）宿  泊 後日、旅行代理店より各都道府県の加盟団体に連絡する。 

         旅行代理店 名鉄観光サービス（株）水戸支店 

          〒310-0026 茨城県水戸市泉町 2-2-33（水戸泉町ビル） 

          TEL：029-221-4528   FAX：029-221-4510 

担当 近藤(ｺﾝﾄﾞｳ)、一澤(ｲﾁｻﾜ) 

メールアドレス yoshisato.kondo@mwt.co.jp 

 

（18）  そ の 他 ①一旦申し込まれた選手の締切期日後の変更は認めない。 

  ②やむを得ない事情で本大会を棄権する場合は、必ず各都道府県の加盟団体より主管地及び本会宛へ 

          指定用紙にて連絡すること。 

  ③10回出場表彰を行います。該当大会は全日本ラージボール選手権大会出場回数となります。 

 （10回目の出場者が対象。平成 30年度が 1回目となります。一度表彰された方は該当しません） 

④病気、事故に備えて、各自健康保険証を持参して下さい。けが等の場合には、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。 

   健康診断などを事前に受ける事。 

⑤大会参加中、万一事故のあった場合は、本会の「会員お見舞い制度」の範囲内で対応致します。 

⑥個人情報の取り扱いに関して 

大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、それ以外の目的に利用する

ことはありません。詳細につきましては本会ホームページにてご確認下さい。 

⑦練習会場はなし。試合前の対戦相手との 1 分間の練習のみとする。 
⑧当日試合のない選手（帯同者）は入館できません。 
⑨本大会は無観客で開催します。 
⑩帯同者が必要な場合は、選手に 1 名のみ申請により認める。帯同者を参加申込時に都道府 

県を通じて本会へ申請すること。 

mailto:yoshisato.kondo@mwt.co.jp


【別表 1】第 2回（2019年）全日本ラージボール卓球選手権大会クラスランキングによる推薦者 
一般男子 一般女子 
1.池田 亘通  （東 京）ニッタクサンフレンド 
2.武田  麗  (愛 媛) フォーネット 
3.石田拳志郎  （東 京）TEAM ZERO 
4.香坂 亮志  （東 京）天狗乃舞 
5.今井 佑記  （富 山）YKK 
6.高橋 智宏  （秋 田）夕凪クラブ 
7.安藤 卓志  （宮 崎）安藤塾 
8.内田 康裕  （大 阪）ニッタク大阪サンフレンド 

1.青木 智美  （東 京）TEAM ZERO 
2.永安 佳乃  （東 京）スマイル 
3.宮澤 知世  （群 馬）DANDELION 
4.石川 萌子  （東 京）（株）アマタケ 
5.宮尾 知里  （高 知）四国銀行 
6.福永 有紗  （東 京）ROSE 
7.小山 絢子  （岩 手）一関クラブ 
8.三浦ほのか  （北海道）南芽部卓球少年団  

男子40 女子40 
1.藤本 武司  （東 京）ニッタクサンフレンド 
2.中泉  仁  （茨 城）龍卓会 
3.田窪 竜治  （大 阪）上六卓球クラブ 
4.後藤 幸希  （東 京）MAY YOUNG 
5.今瀬 久典  （岐 阜）ST 
6.難波  章  （広 島）呉夢TTC 
7.三島 崇明  （北海道）翔くんとゆかいな仲間達 
8.小菅 清彦  （東 京）西東京クラブ 

1.鹿目里江子  （東 京）Hachitaku 
2.小野 千代  （東 京）卓精会 
3.入江 香里  （北海道）プラウド函館 
4.宍戸 裕子  （千 葉）花野井クラブ 
5.下田 祥子  （熊 本）SEIZANクラブ 
6.岡本 陽子  （愛 媛）あたごクラブ 
7.江角美和子  （島 根）斐川クラブ 
8.山口 弘美  （埼 玉）所沢レディース 

男子50 女子50 
1.山田 昭仁  （静 岡）井上卓球 
2.佐々木伸人   (岩 手) モーモー 
3.山本  保  （石 川）ななおクラブ 
4.山崎 良一  （徳 島）パワーズ 
5.吉田 健二  （愛 知）ほりたん 
6.松本 茂樹  （大 阪）チームマツモト 
7.加藤 則昭  （群 馬）桐栄会 
8.石岡 智幸  （青 森）五所川原立佞武多 

1.馮   敏  (岐 阜）シャイン 
2.斎藤富美子  （宮 城）ゼフィルス大河原 
3.安田 美香  （北海道）個人 
4.竹内 八恵  （大 阪）関目卓球場 
5.野坂 美樹  （北海道）北斗クラブ 
6.佐々木清子  （岩 手）モーモー 
7.永見 智子  （大 阪）やんちゃ姫 
8.森本なるみ  （福 井）若狭そともクラブ 

男子60 女子60 
1.戸高 嘉文  （大 分）かぼすくらぶ 
2.鰺岡 正明  (北海道）北海道アスティーダ 
3.高橋 正智  （新 潟）Rising Niigata 
4.足立 実行  （東 京）卓精会 
5.板倉 静雄  （東 京）大田卓愛 
6.伊藤 幹夫  （愛 知）GTTC 
7.近藤 祐司  （徳 島）しらさぎ 
8.田中 敏朗  （新 潟）JFE club 

1.國松 愉美  （高 知）国松企画 
2.濵川 永子  （高 知）国松企画 
3.大津絵美子  (香 川）丸亀SC 
4.小林 禮子  （茨 城）筑西卓友クラブ 
5.土佐 節子  （新 潟）ぽらりす 
6.山下すみ子  （熊 本）熊本EAST 
7.簀河原裕子  （大 分）RALLY-ON 
8.井ノ口博子  （千 葉）花野井クラブ   

男子65 女子65 
1.井上  啓   （静 岡）井上卓球 
2.横田 貞義  (山 口）スリースター 
3.濱西 隆重  （高 知）ピンポン館 
4.是常浩一郎  （兵 庫）ポパイ 
5.竹内 芳夫  （新 潟）新発田クラブ 
6.松下  浩  （愛 知）明誠クラブ 
7.山勢 和幸  （徳 島）チームHIURA 
8.日浦 孝治  （徳 島）チームHIURA  

1.黒坂 初枝  （愛 知）あすなろクラブ 
2.伊藤由美子  (静 岡) FINE 
3.川中 順子  （富 山）チーム川中 
4.掛水美佐子  （高 知）市川モータース 
5.中野 栄子  （香 川）丸亀フレンドクラブ 
6.横山祐見子  （高 知）ピンポン館 
7.早川 孝子  （静 岡）ジョイフル 
8.北島よし子  （東 京）卓精会 

男子70 女子70 
1.大森 健良  （静 岡）ジョイフル 
2.金田  勉  (新 潟) 新潟如水会 
3.宮嶋 秀昭  (岐 阜）多治見クラブ 
4.野瀬 俊一  （福 岡）スマイリィ 
5.尾崎威津男  （愛 知）碧クラブ 
6.山内  正  （愛 知）ザ・安祥 
7.肥塚 茂行  （茨 城）日立ラージ 
8.鈴木  豊  （愛 知）碧クラブ 

1.宮澤喜美子  （東 京）卓習会 
2.山口 晴美  (愛 知) クローバー 
3.仲山 正子  (栃 木) オオルリクラブ 
4.鳥居 恭子  （愛 知）あすなろクラブ 
5.大林タカヨ  （愛 知）GTTC 
6.宮下 弘子  （新 潟）卓好クラブ 
7.高橋 久子  （福 岡）T・Cross 
8.田村ミサ子  （福 島）会津クラブ 

男子75 女子75 
1.渡辺 為久  （栃 木）栃の木会 
2.大野 栄作  (富 山) かたかごクラブ 
3.冨樫 昭弘  （静 岡）沼津スターマイン 
4.原田 幸雄  （新 潟）三条クラブ 
5.大西  晃  （北海道）ナガオスポーツクラブ 
6.富岡 成一  （東 京）西東京クラブ 
7.山内 康夫  （鹿児島）ファインクラブ 
8.土肥 数豊  （大 阪）翡翠 

1.村松けい子  (静 岡）静岡クラブ 
2.谷野 弘子  (静 岡) 浜松リリーズ 
3.中原 良子  （山 口）岩国東同好会 
4.田崎 朝子  （福 島）会津クラブ 
5.大岩喜代子  （愛 知）TOYOKAWA 
6.伊藤 千代  （長 野）ひまわり卓球の会 
7.長坂 康子  （愛 知）瀬戸市卓球協会 
8.沼尾 啓子  （栃 木）オオルリクラブ   

男子80 女子80 
1.古澤 啓祐  （新 潟）新潟クラブ 
2.釘本 一典  (福 岡) 大野城ラージ 
3.沼尾 憲彌  (栃 木) かもしかクラブ 
4.津田 圭一  （福 島）会津クラブ 
5.久原 真也  （長 崎）佐世保ベテラン会 
6.小寺征四郎  （大 阪）大阪卓球ベテラン会 
7.滑川  実  （富 山）チーム卓水 
8.前田 幸進  （富 山）柳町卓友会 

1.河路 悦子  （愛 知）ＡＦクラブ 
2.池田 章子  (大 阪）翡翠 
3.田中 博子  (岐 阜) 桜TTC 
4.赤坂 芳子  （石 川）ウィンズ 
5.合田万寿美  （佐 賀）野中卓球クラブ 
6.奥田美代子  （奈 良）ウィングス 
7.大川原千恵子 （北海道）ライラック 
8.片山よし子  （静 岡）島田あすなろ 

男子85 女子85 
1.池内 祥治  （熊 本）SEIZANクラブ 
2.古畑富士夫  （静 岡）浜北クラブ 
3.長坂 亘通  （愛 知）卓研会 
4.五十嵐信夫  （新 潟）卓和クラブ 
5.八木  工  （熊 本）卓明卓友会 
6.服部  詳  (愛 知) 名王クラブ 
7.濱  惣六  (長 野) 岡谷雷鳥クラブ 
  

1.吉末 澄子  （山 口）防府アタッカーズ 
2.服部 弘子  （愛 知）名王クラブ 
3.野沢 のぶ  （愛 知）豊川レディース 
 
 
 
 
  



一 般 混 合 混 合 80 

1.石田拳志郎 
青木 智美 

 

（東 京） 
 

 

ＴＥＡＭ ＺＥＲＯ 
 

1.藤本 武司 
小野 千代 

 

（東 京） 
 

ニッタクサンフレンド 
卓精会 

2.池田 亘通 
鹿目里江子 

 

（東 京） 
 

ニッタクサンフレンド 
Hachitaku 

2.山崎 良一 
一尾三容子 

 

（徳 島） 
 

パワーズ 

3.内田 康裕 

内海 麻里 

 
（大 阪） 
 

ニッタク大阪サンフレンド 
3.中泉  仁 

寺門 和枝 

 
（茨 城） 
 

龍卓会 

双葉台クラブ 

4.大迫  準 

乾 佑実子 

 
（徳 島） 
 

JAバンク徳島 

徳島市民病院 

4.不破 政和 

宍戸 裕子 

 
（千 葉） 
 

千葉クラブ 

花野井クラブ 

混 合 100 混 合 120 

1.三島 崇明 
野坂 美樹 

 

（北海道） 
 

翔くんとゆかいな仲間たち 
北斗クラブ 

1.弘光 利彦 
濵川 永子 

 

（高 知） 
 

四国銀行 
国松企画 

2.今瀬 久典 

馮   敏 

 
（岐 阜） 
 

ST/シャイン 
2.作間 稔昌 

斎藤富美子 

 
（宮 城） 
 

ゼフィルス大河原 

3.山本 淳二 

下田 祥子 

 
（熊 本） 
 

SEIZANクラブ 
3.山勢 和幸 

久米 純子 

 
（徳 島） 
 

チームHIURA 

個人 

4.中島 浩紀 
 西山真知子 

 
（福 島） 

 

GBいわき 
4.木村 里司 
 飯田 恭子 

 
（茨 城） 

 

ターゲット 
双葉台クラブ 

混 合 130 混 合 140 

1.横山喜久雄 

大津絵美子 

 
（香 川） 
 

丸亀SC 
1.塩田 武志 

 塩田 秀子 

 
（栃 木） 
 

TOCHIGI 

1.吉原 有三 

今村勢津子 

 
（福 岡） 
 

博多いいとも会 

粕屋スマッシュ 

2.川中 正明 

 川中 順子 

 
（富 山） 
 

チーム川中 

4.濱西 隆重 
横山祐見子 

 
（高 知） 

 

 
ピンポン館 

 

3.野瀬 俊一 
 野瀬真智子 

 
（福 岡） 

 

スマイリィ 

4.半澤  伝 
狩野 弘子 

 
（宮 城） 

 

 
ゼフィルス大河原 

 

4.太田口和夫 
 坂本 孝子 

 
（千 葉） 

 

千葉クラブ 
キャロット 

混 合 150 混 合 160 

1.渡部 洋一 

 田崎 朝子 

 
（福 島） 
 

会津クラブ 
1.小寺征四郎 

 池田 章子 

 
（大 阪） 
 

大阪卓球ベテラン会 

翡翠 

1.尾崎 義夫 
中原 良子 

 
（山 口） 

 

光井クラブ 
岩国東同好会 

2.永田  晁 
 北川 節子 

 
（静 岡） 

 

島田あすなろ 

3.大野 栄作 
 金森 米子 

 
（富 山） 

 

かたかごクラブ 
3.平井 建昭 
 永田ミヨ子 

 
（神奈川） 

 

横浜ラージ 
浜卓会 

4.浅井 重信 
 大岩喜代子 

 

（愛 知） 
 

福地クラブ 
TOYOKAWA 

4.沼尾 憲彌 
 沼尾 啓子 

 

（栃 木） 
 

かもしかクラブ 
オオルリクラブ 

 

 


