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平成 30 年 3 月 

 

平成 30 年度 運営重要注意点 

 
①大会使用球について 

・平成 30 年度関西学生卓球連盟の大会使用球を以下のように定める。 

第 60 回関西学生卓球新人大会 
Nittaku(ﾌﾟﾗ 3 ｽﾀｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 

平成 30 年度春季リーグ戦 

第 88 回 全日本大学総合卓球選手権大会 

（団体の部）関西予選 
本戦の使用球に合わせる 

平成 30 年度 関西学生卓球選手権大会 全日学の使用球に合わせる 

第 85 回 全日本大学総合卓球選手権大会 

（個人の部）関西予選 本戦の使用球に合わせる 

平成 30 年度秋季リーグ戦 TSP(CP40+3 ｽﾀｰﾎﾞｰﾙ) 

第 52 回 会長杯争奪卓球大会 TSP(CP40+3 ｽﾀｰﾎﾞｰﾙ) 

第 4 回 オール西日本大学卓球選手権大会 Nittaku(ﾌﾟﾗ 3 ｽﾀｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 

 

※全国大会に繋がる予選会は本選の使用球と同じものを使用する。 

※関西学生選手権についてはランクに入った者が全日学に出場できるため、全日学の使用

球に合わせる。 

※例年春と秋で TSP と Nittaku のボールを交互に使用しており、今年度は春 TSP 秋

Nittaku の年であるが、TSP の品質変更に伴い以上を大会使用球とした。 

 

②春秋リーグ戦の試合方式について 

・ダブルヘッダーのタイムテーブルについて、春リーグ秋リーグ共に 1 部の 2 試合の間に

3.4 部の試合を入れて行う。 

・昨年度同様、本年度において 1 部校の試合方式は、春リーグは例年通り勝敗がついてい

てもラストシングルスまで試合を行うが、秋リーグは勝敗がついた時点（4 点先取）で試

合を終了とする。（春リーグにおいて団体戦の記録は 7 点目まで反映される。） 

・1 部校秋リーグ 4 点先取の際に、5.6 番・6.7 番の選手が同時に台に入り、先に行われて

いる試合で勝負が決まったとしても、残りの試合を 後まで行うこととする。 

その試合は勝敗の結果には関与しないが、個人賞の検討資料とはなる。 



・１部校特別賞は従来通り 35 勝以上の選手に与える。ただし、後半に起用されている選手

で、その選手まで回らず 35 勝にわずかに届かなかった時は、連盟の判断で特別賞を与え

る場合もある。 

・1 部校 優秀選手賞は従来は 7 戦全勝の選手のみに与えるとなっていたが、本年度秋リー

グに限っては 6 勝 0 敗でオーダーに名前があった選手にも与えることとする。 

・1 部校殊勲賞・敢闘賞は、技術員と学連幹事の話し合いにより決定する。 

 

③会長杯について 

・従来は 2 日間で 3 種目(団体・ダブルス・シングルス)を行っていたが、過密スケジュール

により選手への負担が大きいので、3 日間に日程を増やすこととする。 

・11 月 3.4 日に 2 種目(ダブルス・シングルス)を行い、11 月 10 日に団体戦を行うこととす

る。 

・また今年度より、会長杯男女シングルス優勝者・準優勝者を大阪国際招待卓球選手権大

会とオール西日本の学連推薦選手とする。 

 

④監督・主将会議について 

・大会開会式前に、約１０分程度で該当大会の諸注意事項徹底のため行う。 

 
⑤大阪オープン（関西学連推薦者）申し込みについて 

・関西学連から推薦された選手は、大阪卓球協会に推薦は致しますがその時点では申し込

みは完了していません。 

各県の申し込み方法に従い、推薦された選手は各自申し込みをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 30 年度 関西学生卓球連盟 申し合わせ事項 

 

＜連盟規約に基づき学生らしく節度ある運営を行う＞ 

 

１、 ルール・審判・進行について 
・ルールは現行の日本卓球ルール及び関西学生卓球連盟の競技実施細則を適用する。 

・使用球は、日本卓球協会公認球（40mm プラスチックボール）とする。 

 ・審判員はジェスチャーとカウントのコールを必ず行うこと。 

 ・団体戦の審判は相互審判とし、必ず主審・副審をおく。但し、春季リーグ戦・秋季リ

ーグ戦の主審は原則として公認審判員資格を持つ者とする。 

・個人戦の審判は敗者審判制で行い、連盟が必要とした場合のみ副審をおく。 

・敗者審判はゲームカウント・ポイントを正確に記入し、勝者に○をすること。 

 ・試合前の練習は１分以内、ゲーム間のアドバイスは１分以内とする。 

 ・団体戦・ダブルスにおいてユニフォームは必ず統一すること。 

 ・審判が試合中にベンチに戻って応援、又はアドバイスをしないこと。 

 ・団体戦は、原則として１試合につき１台で行うが、試合の進行の都合（試合開始後２

時間を経過した場合、あるいは勝敗が決した場合等）により２台で行う場合がある。 

・団体戦の場合ベンチメンバー以外はフロアに入らないこと。 

・ベンチメンバー（主務含む）は必ずゼッケンを付けること。 

・試合の際、タイムテーブルの左側に記載されている大学が進行席まで記録用紙を取り

に来ること。また試合終了後は勝利した大学が速やかに進行席まで記録用紙を返すこ

と。 

・３・４部校はコールされコートに入った後、両チームが揃い次第試合を開始すること。 

・監督・選手・主務の変更は大会初日の 3 日前までに連盟まで変更願いを提出すること

で認める。コーチの変更は試合当日の試合１５分前に連盟まで変更願いを提出するこ

とで認める。変更の手続きは正式文書で許可を得ること。なお、変更用紙は連盟が用

意したものに限る。 

・春リーグのみ１年生の追加を正式な文書を提出することで、認める。 

・春、秋リーグの審判は 1 部、2 部校は対戦校以外の大学で行う。 

・申し込み後のダブルスの組み替えはその大会において一切認めない。 

・棄権は分かり次第、責任者捺印（サイン可）のうえ、正式書類を大会本部に提出し、     

審判長の許可を得ること。 

・各大会の変更、追加、棄権届は関西学生卓球連盟のホームページでダウンロードがで



きるので各大学で利用すること。 

 

・公認接着剤のみ使用を認める。それ以外は一切認めない。違反者には罰則を課すこと

もある。 

・ＪＴＴＡが公認していないラバーであっても、ＩＴＴＦが公認しているラバーであれ

ば審判長の許可なしで使用することができる。その他の外国製品を使用する場合は、

大会本部に申し出て審判長の許可を得ること。 

・ラケットコントロールテストは、各大会でランダムに行う。 

・２回目のコール後、選手が５分以内にコートに入らない場合は棄権となる。 

・前回優勝者は優勝カップを当日忘れず持参すること。 

・天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会予選会については、各自で申し込むこと。 

 

２、 開会式、閉会式について 
・開会式は全員出席とする。欠席した選手、又は大学は出場を見合わせることがある。 

 ・開会式前にプログラムを配布するので、エントリー・タイムテーブルを確認すること。 

 ・優勝旗・優勝杯の返還、賞杯の受け取りは団体戦の場合、自校を代表する 上級生が

行うこと。（忘れずに持ってくること） 

 ・閉会式は入賞者・入賞校（リーグ戦１・２部 １～３位、３・４部 １～２位、個人戦 １

～３位、関西学生ランキング選手）は必ず出席すること。なお、服装は必ず自校のユ

ニフォーム、又はジャージ（私服不可）で卓球シューズを履いて出席すること。 

 

３、 申込方法 
・ 出場選手は別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、申込用紙を学連事務所まで必ずＥ

メールで送ること。なお、関西学生卓球連盟のホームページより各大会の申込用紙を

ダウンロードできるので、各大学で利用すること。なお、正式な領収証が必要な場合

は 4 月末までに関西学生卓球連盟まで連絡をすること。 

 

銀行振込先…三菱ＵＦＪ銀行上本町支店 普通預金 

 口座番号４６３００６３ 関西学生卓球連盟 会長 高島 規郎 

〒５３２－００１１ 大阪市淀川区西中島３丁目２０－８ 新和ビル４０１号 

                           関西学生卓球連盟 宛 

ＴＥＬ：０６－６８８６－３３０８ ＦＡＸ：０６－６８８６－３３０９ 

Ｅメール：ｋａｎｓａｉｓｔｔｆ＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 

 
４、 諸注意 
※学生が運営する団体であることを自覚し、下記の点に特に注意すること。 



 

・団体戦においては椅子の数が足りない場合がある。 

・ゼッケン（日本卓球協会指定のもの）は必ず着用すること。ゼッケンのない場合は棄権

とする。万が一忘れた場合は大会本部に申し出ること。 

・会場整備には積極的に協力し、観覧席のごみは必ず各大学で責任をもって処理すること。

違反した場合は本連盟規約により罰せられる。 

・大会初日等のコートの準備は必ず１・２回生全員フロアに下りるように指示すること。 

・各大会・予選の要項の郵送、その他すべての連絡は連絡用紙に書かれている方、又は主

務に連絡するので、幹部交代をし、担当者の連絡先が変更になる場合は直ちに学連に連

絡すること。 

・会場では全館禁煙とし、定められた場所以外での飲食は禁止する。もし発見した場合は

出場を見合わせることがある。 

・コートの準備が終わるまでは練習をしないこと。 

・新型ウイルス等、感染症などを発症した場合、無理をせず大学の指示に従い、出場を見

合わせること。その場合は、速やかに学連本部に届け出ること。 

・例年、開会式前の集合が遅いので、ユニフォーム・ゼッケンを着用のうえ、マイクおよ

び役員の指示に従って速やかに整列すること。なお、開会式には部旗（穂先をはずし、

下をフロアにつけないこと）持参の上、ベンチメンバー全員で必ず参加すること。欠席

した大学は出場を見合わせることがある。 

・連盟の事務所には学連幹事が常時駐在していないので、必要な場合は下記の電話番号に

連絡すること。 

 

 

幹 事 長 峯山 健一 ＴＥＬ：080-8525-2144 

副幹事長 秋吉  栞 ＴＥＬ：090-9474-2121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第６０回関西学生卓球新人大会 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年 ４月１９日（木） 向日市民体育館 １０：３０～（予定） 

４月２０日（金） 向日市民体育館  ９：３０～（予定） 

４月２１日（土） 向日市民体育館  ９：３０～（予定） 

 

２、出場資格： 

   ①平成 30 年度関西学生卓球連盟登録選手 

   ②１～４回生を対象とする。ただし、以下のⅰ～ⅳに該当する者は出場できない。 

    ⅰ．過去に関西学生卓球選手権大会でシングルス、ダブルスのいずれかにおいて、

ランキングに入っている者。 

    ⅱ．過去に、全日本卓球選手権大会のいずれかの種目に出場したことがある者（大

学生になってから）。 

    ⅲ．過去に全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）のいずれかの種目あるい

は、全日本学生選抜卓球選手権大会に出場したことがある者。 

    ⅳ．過去に関西学生卓球新人大会でシングルス３位までに入ったことがある者。 

   ③団体戦のチーム数の上限はなしとする。 

   ④団体戦は監督・コーチ・主務（各１名）・選手７名（計１０名）以内とする。 

   ⑤団体戦は４Ｓラストダブルス制とする。 

   ⑥外国人留学生も出場可。 

３、競技種目： 

団体戦（４シングルス、１ダブルス）、シングルス 

４、適用ルール： 

団体戦の試合方式は、１～４番までをシングルスとし、５番をダブルスとする。 

団体戦の選手の変更及び追加は一回生に限り、認める。 

タイムアウト制は適用しない。 

５、申込期限： 

 平成３０年３月１８日（日）～３月２３日（金）20 時 

 追加申し込みの場合は定員になり次第締め切るため先着順とする。４月１１日（水）

17 時で申し込みを締め切るので、わかり次第連盟に申込むこと。追加申し込みは原則

としてＢＹＥにしか入れない。ＢＹＥが空いているかどうかは連盟に確認を取ること。

（期日厳守 遅れた場合は出場を見合わせることがある。） 

[ＢＹＥの数：男子シングルス６４、女子シングルス３２]  

６、参加料：団体戦１チーム ５，０００円 シングルス１名 １，０００円 

大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと 



平成 30 年度 有望新人調査書 

 

 強化合宿、強化練習のための強化指定選手の選考およびシード会議の資料として、貴校

の有望な新入生を調査します。 

 つきましては、下記の事項を明記の上、学連委員会中に提出してください。 

 

 

                大学 

 

氏名 出身校 高校時代の戦績 

 例 関西太朗   関西学連高校 

 平成 26 年インハイ出場  

平成 27 年インハイ 16 位 

平成 26 年近畿大会ダブルス 2位  

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 



平成３０年度関西学生春季リーグ戦 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成２９年４月 ２８日（土） 横大路運動公園体育館 １４：００～（予定） 

        ４月 ２９日（日） 横大路運動公園体育館 １３：３０～（予定） 

        ４月 ３０日（月） 横大路運動公園体育館  ９：３０～（予定） 

        ５月  ６日（日） 近 畿 大 学 記 念 会 館 １３：３０～（予定） 

        ５月 １２日（土） 近 畿 大 学 記 念 会 館 １３：３０～（予定） 

        ５月 １３日（日） 近 畿 大 学 記 念 会 館 １３：３０～（予定） 

   ※開場時間、開会式、試合開始時間等については、リーグ戦のタイムテーブルに記

載し、４月１４日（土）までにホームページにて公表します。 

※４月３０日（月）に１部校のダブルヘッダーを行います。 

   ※なおダブルヘッダーの日は①１部の１試合目、②３，４部の試合、③1 部の 2 試

合目という順で行います。 

２、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

３、登録人員： 

   １・２部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ３・４部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手 ６名（計１１名） 

４、適用ルール： 

試合方式及び、順位の決定方法については、現行の関西学生卓球連盟規約及び実施 

細則に準ずる。 

５、試合形式： 

   １，２部校…６シングルス、１ダブルス （１部は勝敗がついてもラストまで行う） 

（１～７番までのうち４番をダブルスとし、１番、２番、３番のシングルスに出場

した選手同士では、４番ダブルスを組めないものとする。） 

３，４部校…４シングルス、１ダブルス 

（１～５番までのうち１番をダブルスとし、２番、３番のシングルスに出場する選

手同士では、１番ダブルスを組めないものとする。） 

        

６、申込期日： 

   平成３０年３月１８日（日）～４月２日（月）17 時 

※１部校はベンチメンバーの集合写真のデータを、デジタルカメラに撮影し申込期

日までに提出すること。データ送付先 kansaisttf@nifty.com 

 

 



７、参加料： 

   １部校 ７０，０００円 ２部校 ４０，０００円 ３部校以下 ２０，０００円 

（大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 

 

８、注意事項： 

   ・本リーグは監督・選手・主務の変更を３日前［４月２５日（水）必着］まで認め

る。ただし、選手の変更及び追加は一回生に限り、認める。 

・コーチの変更は試合当日の試合１５分前に連盟まで変更願いを提出することで認

める。変更の手続きは正式文書で許可を得ること。なお、変更用紙は連盟が用意

したものに限る。（変更用紙は連盟ホームページよりダウンロード可能） 

   ・外国籍選手はベンチエントリー２名まで、出場はそのうち１名の単複いずれかに

限る。 

   ・試合前の整列の際、オーダーに出ている者が欠けている時、そのチームは失格と

なる。 

   ・オーダーは、１部校は１時間前、２・３・４部校は３０分前までに必ず提出する

こと。その後、学連でオーダーチェックを行う。その際にミスが発覚した場合、

その処分は審判長に一任する。 

   ・ベンチ以外からのアドバイスは禁止する。 

   ・１・２部校のみタイムアウト制を導入する。 

   ・２部校以下は試合終了後、勝者側の大学はすぐに記録用紙を進行席まで持ってく

ること。 

   ・１部校は申し込み時に必ず校歌、校章を同封すること。 

   ・初日は開会式を行うので各大学は３０分前までにユニフォームまたはジャージ姿

（私服不可）に着替え、ゼッケンをつけて部旗持参のうえ、所定の場所に集合し

役員の指示に従うこと。 

   ・前回各リーグ優勝校は優勝カップ（自校のペナントを付けたもの）を当日忘れず

持参すること。 

   ・人数が揃わなかった場合でも、１・２部校は３人以上、３・４部校は２人以上い

れば、足りない人数分を試合順序の１番、２番…の順に、棄権として試合は認め

る。ただし、オーダー交換前に相手校にその旨を伝えることを条件とする。 

   ・１部と２部の入れ替え戦については、１部７位と２部２位が入れ替え戦を行い、

１部 下位と２部１位は自動的に入れ替えとする。 

   ・試合後必ずエール交換を行う。 

   ・ネームプレート用の選手名札は連盟が用意するため必要ない。 

 

 



平成３０年度関西学生春季リーグ戦入れ替え戦 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年５月１９日（土） 大阪経済法科大学 １３：３０～（予定） 

２、出場校： 

   本戦の結果、 下位のチームと 上位のチーム（ただし、１部校と２部校は１部７ 

位と２部２位、３部校と４部校は下位２チームと上位２チーム） 

３、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

４、登録人員： 

   １・２部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ２・３部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ３・４部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手 ６名（計１１名） 

 

※２部、３部の入替戦は２部の試合方式に従い行う。 

５、適用ルール： 

   試合方式は、現行の日本卓球ルール及び関西学生卓球連盟実施細則を適用する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第８８回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）関西予選  

実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年５月２０日（日） 大阪経済法科大学 １０：００～（予定） 

２、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録校、ただし１校につき１チーム 

３、推薦校： 

   ①前年度全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）ランキング校 

   ②上記以外の春季リーグ戦１部上位３校 

平成３０年度 本戦出場枠数（推薦校①はこれに含まれない） 

 男 子 女 子 

関 西 ６ ７ 

４、適用ルール 

試合方式は、４単１複（男女共）方式を採用して試合を行う。ただし、男女共３点

先取で勝敗を決するが、１～５番までのうち３番をダブルスとし、１番、２番のシ

ングルスに出場した選手同士では、３番ダブルスを組めないものとする。又、外国

人留学生のベンチエントリーは２名まで、出場は１試合につきそのうち１名の単複

いずれか１回のみとする。 

試合形式はトーナメント戦とする。 

５、申込期日： 

   平成３０年４月２３日（月）～５月９日（水）17 時 

   ※ただし１部校はリーグ戦 終日に受付を行うものとする。 

６、参加料： 

５，０００円          （大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 

７、登録人員： 

   部長・監督・コーチ・主将・主務（各１名）・選手６名（計１１名） 

（主務が選手として出場する場合、選手欄にも記入すること） 

 
 
 
 
 

 



平成３０年度関西学生卓球選手権大会 実施要項 

 

１、会期・会場： 

   平成３０年６月 ８日（金） 池田市五月山体育館 １０：３０～（予定） 

        ６月 ９日（土） 池田市五月山体育館  ９：３０～（予定） 

        ６月１０日（日） 池田市五月山体育館  ９：３０～（予定） 

２、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手（ただし、外国人留学生選手で、過去に関 

西学生卓球選手権大会シングルスで優勝経験のある者は出場できない。） 

３、適用ルール： 

   ・シングルスベスト８決定戦より７ゲームズマッチで行う。 

   ・シングルスベスト１６決定戦よりタイムアウト制を導入する。 

   ・ダブルスベスト８決定戦よりタイムアウト制を導入する。 

４、申込期日： 

   平成３０年５月２日（水）～５月１６日（水）17 時 

５、参加料： 

   シングルス１名 １，０００円 ダブルス１組 １，５００円 

（大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 

６、注意事項： 

   ・ダブルスの変更は一切認めない。 

   ・追加は１回生のみ認める。ダブルスの追加は１回生を含むペアのみ認める。 

・追加の申し込みは大会３日前（６月５日（火）１７時）までとし、先着順で受け

付ける。ＢＹＥの数：（男子シングルス３２，ダブルス１６） 

                （女子シングルス１６，ダブルス８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



第８５回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）関西予選  

実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年８月１５日（水） 池田市五月山体育館 １０：００～（予定） 

        ８月１６日（木） 池田市五月山体育館  ９：３０～（予定） 

２、出場資格： 

   ①平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

   ②日本学生卓球連盟登録者のうち、日本国籍を有する者、及び日本学生卓球連盟規

約第３条に定める「Ａ．日本に永住権を有する者」に限る。日本卓球連盟規約第

３条に定める「Ｂ．外国人留学生選手」は本大会に出場できない。 

 ③今年度の関西学生卓球新人大会シングルス１位はシングルスの推薦、今年度の関

西学生卓球選手権大会ランキング者は各種目の関西学連推薦出場枠とし、枠数に

含まれる。 

 ④昨年度の全日本学生卓球選手権大会ランキング者、全日本学生選抜ランキング者

は各種目の無条件出場枠となり、下記の本戦出場枠数に含まれない。 

平成３０年度 本戦出場枠数（案） 

  男 子 Ｓ 男 子 Ｄ 女 子 Ｓ 女 子 Ｄ 

関 西  ２９ １５  ３０  １４  

 

３、申込期日： 

   平成３０年６月２０日（水）～７月４日（水）１７時 

４、参加料： 

   シングルス１名 １，０００円 ダブルス１組 １，５００円 

（大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 

５、注意事項： 

   ・シングルス・ダブルスともに、変更及び追加は一切認めない。 

６、本戦無条件出場 

   ・前年度全日本学生ランキング…シングルス１６位、ダブルス８位まで 

   ・前年度全日本選手権ランキング…シングルス１６位、ダブルス８位まで 

７、関西学連推薦出場 

   ・今年度新人戦シングルス優勝者 

   ・今年度関西学生ランキング者 男女各 シングルス１６位、ダブルス８位まで 

 



平成３０年度関西学生秋季リーグ戦 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年９月１１日（火） ベイコム総合体育館  １４：００～（予定） 

        ９月１２日（水） ベイコム総合体育館   ９：３０～（予定） 

        ９月１３日（木） ベイコム総合体育館  １３：３０～（予定） 

        ９月１４日（金） ハンナリーズアリーナ  １３：３０～（予定） 

        ９月１５日（土） ハンナリーズアリーナ  １３：３０～（予定） 

        ９月１６日（日） ハンナリーズアリーナ  １３：３０～（予定） 

   ※開場時間、開会式、試合開始時間等については、リーグ戦のタイムテーブルに記

載し、８月２２日（水）までにホームページにて公表します。 

※９月１２日（水）に１部校のダブルヘッダーを行います。 

※なおダブルヘッダーの日は①１部の１試合目、②３，４部の試合、③1 部の 2 試

合目という順で行います。 

２、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

３、登録人員： 

   １・２部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ３・４部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手 ６名（計１１名） 

４、適用ルール： 

試合方式及び、順位のつけ方については、現行の関西学生卓球連盟規約及び実施 

細則に準ずる。 

５、試合形式： 

    １，２部校…６シングルス、１ダブルス（４点先取） 

（１～７番までのうち４番をダブルスとし、１番、２番、３番のシングルスに出場

した選手同士では、４番ダブルスを組めないものとする。） 

３，４部校…４シングルス、１ダブルス 

（１～５番までのうち１番をダブルスとし、２番、３番のシングルスに出場する選

手同士では、１番ダブルスを組めないものとする。） 

６、申込期日： 

   平成３０年７月２５日（水）～８月 ８日（水）17 時 

※１部校はベンチメンバーの集合写真のデータを、デジタルカメラに撮影し申込期

日までに提出すること。データ送付先 kansaisttf@nifty.com 

７、参加料： 

   １部校 ７０，０００円 ２部校 ４０，０００円 ３部校以下 ２０，０００円 

（大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 



 

８、注意事項：      

 ・本リーグは監督・選手・主務の変更を３日前（９月 ８日（土）必着）まで認め

る。 

・コーチの変更は試合当日の試合１５分前に連盟まで変更願いを提出することで認

める。変更の手続きは正式文書で許可を得ること。なお、変更用紙は連盟が用意

したものに限る。 

   ・外国籍選手はベンチエントリー２名まで、出場はそのうち１名の単複いずれかに

限る。 

   ・試合前の整列の際、オーダーに出ている者が欠けている時、そのチームは失格と

なる。 

   ・オーダーは、１部校は１時間前、２・３・４部校は３０分前までに必ず提出する

こと。その後、学連でオーダーチェックを行う。その際にミスが発覚した場合、

その処分は審判長に一任する。 

   ・ベンチ以外からのアドバイスは禁止する。 

   ・１・２部校のみタイムアウト制を導入する。 

   ・２部校以下は試合終了後、勝者側の大学はすぐに記録用紙を進行席まで持ってく

ること。 

   ・人数が揃わなかった場合でも、１・２部校は３人以上、３・４部校は２人以上い

れば、足りない人数分を試合順序の１番、２番…の順に、棄権として試合は認め

る。ただし、オーダー交換前に相手校にその旨を伝えることを条件とする。 

   ・１部と２部の入れ替え戦については、１部７位と２部２位が入れ替え戦を行い、

１部 下位と２部１位は自動的に入れ替えとする。 

   ・ネームプレート用の選手名札は連盟が用意するため必要ない。 

・1 部校の試合中に 5.6 番 6.7 番が同時に台に入り、先に行われた試合で 

勝負が決まったとしても、残りの試合を 後まで行うこととする。 

その試合は勝敗の結果には関与しないが、個人賞の検討資料とはなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



平成３０年度関西学生秋季リーグ戦入れ替え戦 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年９月１７日（月）大阪経済法科大学 １３：３０~（予定） 

２、出場校： 

   本戦の結果、 下位のチームと 上位のチーム（ただし、１部校と２部校は１部７ 

位と２部２位、３部校と４部校は下位２チームと上位２チーム） 

３、出場資格： 

   平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

４、登録人員： 

   １・２部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ２・３部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手１０名（計１５名） 

   ３・４部校…部長・監督・コーチ・主将・主務・選手 ６名（計１１名） 

 

※２部、３部の入替戦は２部の試合方式に従い行う。 

 

５、適用ルール： 

   試合方式は、現行の日本卓球ルール及び関西学生卓球連盟実施細則を適用する。          

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第５２回会長杯争奪卓球大会 実施要項 

１、会期・会場： 

   平成３０年１１月 ３日（土） 池田市立五月山体育館 １０：００～（予定） 

   平成３０年１１月 ４日（日） 池田市立五月山体育館  ９：３０～（予定） 

   平成３０年１１月１０日（土） 近 畿 大 学 記 念 会 館 １０：００～（予定） 

 

２、出場資格： 

   ①平成３０年度関西学生卓球連盟登録選手 

   ②今年度のリーグ戦において１部でプレーした大学の選手及び過去ならびに現在の

日本卓球協会、日本学生卓球連盟、関西学生卓球連盟ランキング選手を除く 

   ③団体戦のチーム数は１チームとする 

   ④団体戦は監督・コーチ・主将・主務（各１名）・選手６名（計１０名）とする。 

   （主務が選手として出場する場合、選手欄にも記入すること） 

   ⑤団体戦は１Ｗ４Ｓで行い、ダブルスはトップダブルスとする。 

３、申込期日： 

  平成３０年９月１９日（水）～１０月 ３日（水）17 時 

４、参加料： 

   団体戦１チーム ５，０００円 

   シングルス１名 １，０００円 ダブルス１組 １，５００円 

（大会参加料は申込期間内に必ず振り込むこと） 

５、注意事項： 

   ・シングルス・ダブルスともに、変更及び追加は一切認めない。 

   ・この大会のＳ優勝者・準優勝者は、大阪国際招待卓球選手権大会とオール西日本

の学連推薦選手とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜登録方法について＞ 

・ 卓球協会への登録（平成３０年度より変更） 
※平成３０年度より日本卓球協会会員登録申請方法が、オンラインシステム『公益財団

法人日本卓球協会  会員登録システム』による登録手続きのみとなります。 

※登録申請の流れはこれまでと同様、登録希望者が住んでいる所（居住地）か勤めている

所（勤務地）、もしくは通っている学校（所在地）のある都道府県卓球協会（連盟）を通じ

て本協会へ登録となります。 

※詳細につきましては、日本卓球協会ＨＰをご覧ください。 

・ 関西学生卓球連盟への登録 
提出物 1. 日本卓球協会加盟登録申請書のコピー 

2. 日本学生卓球連盟・関西学生卓球連盟加盟登録申請書（ＮＡＰ申請書） 

3. 維持費（新加盟校のみ新加盟費）＋新人・旧人登録費＋新加盟費（新加盟

校のみ） 

4. 平成３０年度関西学生卓球連盟振込明細 

注）維持費、新人・旧人登録申し込み受付期間 

３月１８日（日）～３月２３日（金） 

  新人戦申し込み期間 

  ３月１８日（日）～３月２３日（金）２０時 

※ 現金書留・学連本部への現金持参は行わないでください。登録用紙（各大会申し込み用

紙）・日本学生卓球連盟・関西学生卓球連盟加盟登録申請書（ＮＡＰ申請書）・日本卓球

協会加盟登録申請書のコピーを申し込み期間内に学連本部に必ずメールで提出してく

ださい。登録用紙が提出されていない場合、大会への出場は認めません。 

※ 登録料は申込期間内に必ず学連の口座に直接振込を行ってください。 

※ 入学式などの都合で、新人を追加したい場合、上記の登録方法と同様に書類を卓球協会、

学連本部に郵送してください。また振込も行ってください。 

※ 新加盟校の場合は維持費だけではなく、新加盟費もお支払ください。 

※ 振込の際は必ず大学名で振込を行ってください。 

※ 原則領収書は発行いたしません。どうしても必要な場合のみ大会時に会計の者に申し出

てください。 

銀行振込先  三菱ＵＦＪ銀行 上本町支店 

       普通預金 口座番号４６３００６３ 

       関西学生卓球連盟 会長 髙島 規郎 

・会計のことに関する問い合わせ 

     会計 山田 晃輝  TEL  ：090-6237-5437 

E-mail：cp0029hi@ed.ritsumei.ac.jp 



平成３０年度関西学生卓球連盟登録要項 

関西学生卓球連盟登録に際して下記の要項を熟読し、十分配慮の上登録してください。 

＜登録費＞ 

維持費：1 部校 68,000 円 2 部校 53,000 円 3,4 部校 38,000 円 

（男女校の場合は 2 校とみなされる。なおこれは日学連登録費 6,000 円を含む） 

新加盟費 ：1 校  10,000 円 

・旧人登録費：1 名   2,100 円 

＜1,100（登録費）+500（強対費）+500（日学連登録費）＝2,100 円＞ 

・新人登録費：1 名   3,100 円 

＜1,800（登録費）+500（強対費）+800（日学連登録費）＝3,100 円＞ 

 

＜各大会出場参加料＞ 

各大会シングルス 1 名       1,000 円 

各大会ダブルス  1 組       1,500 円 

リーグ戦     1 部校      70,000 円 

         2 部校      40,000 円 

         3,4 部校      20,000 円 

リーグ戦以外の団体戦 1 チーム   5,000 円 

 

≪登録に関する注意事項≫ 

1. 登録を済ませていない選手は各大会の出場を認めない。 

2. 維持費の納入なき場合も各大会の出場は認めない。 

3. 入学式の都合で入部が遅れる場合の追加登録は認めるが、必ず試合前に登録すること。 

≪注意事項≫ 

※  登録及び維持費は申込期間内に必ず学連の口座に直接振り込むこと。大会参加料につ

いても申込期間内に学連の口座に直接振り込むこと。 

メンバーが揃っていない場合で、出場を希望する時は期間内に必ず学連に連絡するこ

と。連絡なき場合は出場を見合わせる。 

＜4 人未満の大学の維持費・新加盟費について＞ 

4 人未満の大学が維持費を払う場合、3,000 円割り引いた金額（35,000 円～

65,000 円）に値下げする。また、新加盟費は 10,000 円であるが、4 人未満の大

学に限り 8,000 円に割り引かれる。なお、この制度は 4 人未満の大学のみ有効

であり、追加登録などで 4 人を満たした場合は、割引差額（維持費 3,000 円・

新加盟費 2,000 円）を徴収する。 



各都道府県卓球協会連絡先 
 

滋賀県卓球協会  〒521-0321 米原市上野 686 堀内安宏 様気付 

077-562-7295    会  長：清水 忠和 

FAX:562-7243    理 事 長：堀内 安宏 

          Ｅメール：shiga2024shiga@yahoo.co.jp 

          URL：http://www.shiga-tta.net/ 

 

京都卓球協会   〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70 

075-692-3482    会  長：初田 泰宏 

FAX:692-3482    理 事 長：足利 善男 

          Ｅメール：tak-kyoukai26@etude.ocn.ne.jp 

 

大阪卓球協会   〒556-0011 大阪市浪速区難波中 3-4-36 大阪府立体育会館内 

 06-6636-0801   会  長：辻   裕 

FAX:6636-0802   理 事 長：阪井 一利 

          Ｅメール：otta@apricot.ocn.ne.jp 

  

兵庫県卓球協会  〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町 6-9-1-313 新田耕造様気付 

078-592-8671    会  長：井川 弘光 

FAX:592-8671    理 事 長：新田 耕造 

          Ｅメール：qqx45db9k@cap.ocn.ne.jp 

          URL：http://www10.ocn.ne.jp/~htta/ 

 

奈良県卓球協会  〒631-0827 奈良市西大寺小坊町 1番 6号 西大寺ビル 3F 

0742-31-4092    会  長：小林 茂樹 

FAX:31-4092     理 事 長：藤井 敬三 

          Ｅメール：nara-ktta@iris.eonet.ne.jp  

 

和歌山県卓球協会 〒640-8155 和歌山市九番丁 4-1 

073-432-6939           ラウムズ和歌山九番丁 205 号室 

FAX:432-6939    会  長：茂原  治 

          理 事 長：吉見 公男 

          Ｅメール：watakukyo@jupiter.ocn.ne.jp 

 


