
２０２０ 第３１回テレビ松本カップ卓球選手権大会 開催要項 

１ 日 付  令和 2年 3月 28日（土）・29日（日）  

２ 場 所  松本市総合体育館  松本市美須々5-1  ☎0263-32-1818 

３ 主 催  松本卓球連盟 

４ 共 催  ㈱テレビ松本ケーブルビジョン 

５ 後 援  松本市・松本市教育委員会・松本体育協会 

長野県卓球連盟・中信地区卓球協議会・株式会社タマス 

６ 種 目   （１）ジュニア男子団体     （２）ジュニア女子団体 

            （３）カデット以下男子団体   （４）カデット以下女子団体 

            （５）一般団体（出身高校別・男女混合・ハンディキャップ戦） 

            ※別紙１・２の「一般団体の試合方法」を参照 

            （６）ジュニア男子シングルス  （７）ジュニア女子シングルス 

            （８）カデット以下男子シングルス（９）カデット以下女子シングルス 

            （10）一般男子ダブルス     （11）一般女子ダブルス 

            （12）ﾗｰｼﾞ混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 120歳未満  （13）ﾗｰｼﾞ混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 120歳以上 

            ※年齢は、3 月 28日現在とします。 

   ７ 試合方法 （１）ジュニア男女団体・一般団体は、４～６人編成による、１番シングルス・ 

２番ダブルス・３番シングルスで行い、シングルスとダブルスに重複して出場できない。 

１人の選手は１回のみ出場できる。予選リーグは、全試合３番まで行い、決勝トーナ 

メントは２点先取とします。一般団体のハンディキャップ等は、別紙１・２「一般団体の 

試合方法」のとおり 

申込数により、２位３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（11ポイント 3ゲームマッチ）を行う場合もあります。 

   （２）カデット男女団体は、６人～８人編成による、４シングルス１ダブルス（３番ダブルス）で、 

シングルスとダブルスに重複して出場できない。１人の選手は１回のみ出場できる。 

予選リーグは、全試合５番まで行い、決勝トーナメントは３点先取とします。 

申込数により、２位３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（11ポイント 3ゲームマッチ）を行う場合もあります。 

（３）ジュニア男女シングルス・カデット男女のシングルスおよび一般男女ダブルス・ラージ混合 

ダブルスは、予選リーグを行った後、決勝トーナメントとします。３位決定戦は行いません。 

   ８ 試合球  （１）カデット・ジュニア・一般種目：ﾊﾞﾀﾌﾗｲ・プラスティックボール 

          （２）ラージ種目：ニッタク・ラージプラスティックボール 

９ 試合日程 3月 28日（土）8時開場・受付 8時 30分競技開始 

             カデット以下男女団体の準決勝戦まで 

             ジュニア男女団体の決勝戦まで 

             一般団体の決勝戦まで 

            3月 29日（日） 7時 30分開場   8時 15分整列  8時 30分開会式 

              カデット以下男女団体戦決勝戦 

カデット以下男女シングルスの決勝戦まで 

ジュニア男女シングルスの決勝戦まで 

一般男女ダブルスの決勝戦まで 

ラージ混合ダブルスの決勝戦まで 

 

 



10 参加資格（１）中信地区内に、通勤、通学、居住している者か、会長が特に認めたもの 

（２）ジュニアの部は、中学３年から高校２年までのもので、ジュニアシングルスと 

ジュニア団体の部へ出場できます。 

            （３）カデット以下の部は、中学２年以下のもので、カデット以下シングルスと 

カデット以下団体戦に出場できます。 

            （４）高校２年以下の選手が一般の部へ出場する場合、ジュニアとカデットの部へは 

出場できません。 

（５）一般は、団体戦とダブルスへは出場できるが、団体戦とラージ種目へは出場できません。 

（６）ラージ混合ダブルスへは、女性同士のペアでの出場を認めます。 

11 審 判 （１）団体戦および個人戦のリーグ戦は対戦者同士の相互審判とします。 

（２）トーナメント１回戦は対戦者から審判を、以降は敗者審判とします。 

（３）決勝戦は、テレビ放映のため、公認審判員等が行います。 

   12 服 装   （１）ゼッケン着用（日本卓球協会公認のものがのぞましい。） 

            （２）決勝戦は、テレビ放映のため対戦相手とユニホームの種類を変えて行う。 

13 表 彰  （１）優勝者へは優勝カップ・賞状・賞品およびメダルを授与します。 

（２）２～３位の入賞者へは賞状・賞品およびメダルを授与します。 

14 参加料  （１）団体戦 １チーム ３，０００円 

（２）ジュニアおよびカデット以下シングルス 1人 ８００円 

（３）一般男女ダブルス １組 ２，０００円 

（４）ラージ混合ダブルス １組 ２，０００円 

15 申込先   松本卓球連盟事務局  〒390-0807 松本市城東２丁目１番１９号 

          ファックス ０２６３－３３－０３７１ 

          メールアドレス mttf2016@yahoo.co.jp  

   16 申込期限 令和 2年 3月 5日（木）午後５時まで（期限厳守） 

          申込の確認は、松本卓球連盟のホームページで行ってください。 

          http:// mttf2018.ｊｐ/ 

17 その他   この大会の模様はテレビ松本ケーブルビジョン・あづみ野テレビ・大町市 

ケーブルテレビにより放映されます。 

放送日は、大会プログラムに掲載します。 

お楽しみ抽選会を行います。（開会式に抽選券を配布します。） 

             決勝戦においては、応援席を設けますので、多数の方の応援をお願いします。 
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別紙１ 

２０２０ 第３１回テレビ松本カップ卓球選手権大会 

「一般団体の試合方法」 

 

    （１）チーム編成は、中信地区の出身高校別と中信地区外の高校出身高校とします。 

中信地区外の高校は、合同チームを結成します。（この合同チームへは中信地区高校出身者が

１名まで含まれても可としますが、該当出身校が出場している場合は不可とします。） 

合併や名称変更された場合は、現在の高校名での出場も可能です。 

旧名称での出場も可能です。 

出場年齢は、高校３年生以上とします。 

編成は、男子だけのチーム、女子だけのチーム、男女混合チームとすることができます。 

      チーム登録は、監督１人・コーチ１人・選手６人までとします。 

      中信地区外の高校出身者の申込は、個人でも可能とします。（事務局で調整します。） 

 

（２）試合順は、４人編成による、 

１番シングルス・２番ダブルス・３番シングルスで行い、シングルスと 

ダブルスに重複して出場できません。 

３人の場合は、１番を棄権とし、試合は成立します。 

 

（３）シングルスは、男子同士・女子同士または、男女で対戦する場合もあります。 

男子同士・女子同士のハンディは、年齢にともないます。 

男女で対戦する場合は、年齢によるハンディと性別によるハンディ ５点が加わります。 

年齢によるハンディは５歳につき１点となります。 

 

【年齢差】 （シングルス）      （ダブルス合計差） 

０ ～ ５歳未満 ０点  ０ ～１０未満 ０点 

  ５ ～１０歳未満 １点  １０～２０未満 １点 

  １０～１５歳未満 ２点  ２０～３０未満 ２点 

  １５～２０歳未満 ３点  ３０～４０未満 ３点 

  ２０～２５歳未満 ４点  ４０～５０未満 ４点 

  ２５～３０歳未満 ５点  ５０～６０未満 ５点 

  ３０～３５歳未満 ６点  ６０～７０未満 ６点 

  ３５～４０歳未満 ７点  ７０以上    ７点 

  ４０～４５歳未満 ８点 （若い女子との対戦） 

  ４５～５０歳未満 ９点 （   〃    ） 

  ５０～５５歳未満 １０点（   〃    ） 

  ５５～６０歳未満 １１点（   〃    ） 

 

 

 

 

 



 

別紙２ 

 

（４）ダブルスは、男子同士の組・女子同士の組・混合の組となります。 

   年齢によるハンディは、２人の合計年齢の差とします。 

 

【例】（22歳・35歳の組）と（19歳・63歳の組）の対戦 

合計年齢  57 歳 と  82 歳 で 25歳差 → ２点のハンディ 

   １０歳ごとに１点のハンディ 

 

【対戦によるハンンディキャップ】 

男子同士 対 男子同士 は年齢によるハンディのみ 

女子同士 対 女子同士 は年齢によるハンディのみ 

男女混合 対 男女混合 は年齢によるハンディのみ 

男子同士 対 女子同士 は年齢プラス女子同士に ５点 

男女混合 対 男子同士 は、年齢プラス混合に  ３点 

男女混合 対 女子同士 は、年齢プラス女子同士に３点 

 

（５）ハンディキャップは、年齢・性別を加えて、最大７点までとします。 

         ０－７からゲームを始めます。 

         性別のハンディ（５点か３点）は、年齢によるにハンディに加算また 

         は減します。 

 

【例】（63歳の男子）が（22歳の女子）と対戦する場合 

年齢差 41でプラス ８点・ 男女差で マイナス ５点 → ３点のハンディ 

 

（63歳の女子）が（48歳の男子）と対戦する場合 

歳の差 15でプラス ３点・ 男女差で プラス  ５点 → ８点のハンディ 

                        ですが 最大   ７点のハンディ 

  

（６）オーダー交換は、年齢性別を記載したオーダー用紙により、各コート 

で行います。この時に、ハンディキャップが確定します。 

 

（７）サービスの順番は、ハンディキャップの少ない方から開始します。 

         同じ場合は、ジャンケンとなります。 

 

（８）サービス交代は、２本の倍数後に行います。奇数から始まる場合は、 

１本で交代とします。 


