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平成平成平成平成 25252525 年度全日本卓球選手権大会年度全日本卓球選手権大会年度全日本卓球選手権大会年度全日本卓球選手権大会((((カデットの部カデットの部カデットの部カデットの部))))    

 

（1）名   称  JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ 2013 平成 25 年度全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄの部) 

（2）期   日 平成 25 年 11 月 2 日（土）～4 日（月･祝） 

（3）会   場 岡崎市中央総合体育館（名鉄「東岡崎」駅 よりﾊﾞｽ中央総合公園行き約 30 分中央総合公園下車） 

          〒444-0002  愛知県岡崎市高隆寺町字峠 1番地 

          TEL:0564－25－7887 

（4）主   催  公益財団法人日本卓球協会 

（5）主   管 愛知県卓球協会、岡崎市卓球協会 

（6）後   援 （公財）日本オリンピック委員会［ＪＯＣ］、愛知県、愛知県教育委員会、 

（公財）愛知県体育協会、岡崎市、岡崎市教育委員会 

（7）競技種目  ①13 歳（中学 1 年生）以下男子シングルス 

②13 歳（中学 1 年生）以下女子シングルス 

③14 歳（中学 2 年生）以下男子シングルス 

④14 歳（中学 2 年生）以下女子シングルス 

⑤男子ダブルス 

⑥女子ダブルス 

（8）試合方法  全試合､11 本､5 ゲームマッチのトーナメント方式で行う。 

 

（9）競技日程     11 月  2 日（土） 10:30～ 開会式 

     12:00～ 男女ダブルス   1 回戦～4回戦まで 

                  男女シングルス  1 回戦（13 歳以下） 

3 日（日）  9:00～ 男女ダブルス   5 回戦～決勝まで 

      男女シングルス  1～3・4 回戦 

          4 日（月）  9:00～ 男女シングルス  決勝まで 

                                     13:30～ 閉会式 

 

（10）競技ﾙｰﾙ ①現行の日本卓球ルールによる。 

 ②テーブルはグリーン又はブルーを使用する。 

③使用球は、ＪＴＴＡ公認球；40mm ホワイトとする。             

④ゼッケンは平成 25 年度（公財）日本卓球協会指定のものを使用すること。 

⑤同じユニホームによる対戦を避けるため、2 種類以上のユニホームを持参すること。 

⑥ラバーをラケット本体に貼る場合、揮発性有機溶剤を含んでいないものとしてＪＴＴＡが公 

 認した接着剤のみを使用すること。 

 

（11）参加資格  ①参加者は平成 25 年度（公財）日本卓球協会に登録したものであること。 

②13 歳以下の部は中学 1年生以下で平成 12 年 4月 2日以降生まれたものであること。 

14 歳以下の部は中学 2 年生以下で平成 11 年 4 月 2日以降生まれたものであること。 

該当年齢より下のものも予選会に出場し代表権を得れば出場できるが、シングルスは 13 歳

以下または、14 歳以下どちらか１種目に限る。 

ダブルスは同一都道府県で平成 11 年 4 月 2 日以降生まれたものであれば誰れとでも組むこ

とができる。 

③選手は登録されている当該都道府県より、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。 

④次に該当するものは割当人数以外に予選会を経ないで、（ ）内の種目に参加するこ          

とができる。 

（ア）平成 24 年度全日本カデットのランキング保持者または平成 25 年度全国中学校卓球大

会ランキング保持者で現在 2 年生の者。（14 歳以下の部に） 

（イ）平成 24 年度全日本カデットのランキング保持者または平成 25 年度全国中学校卓球大

会のランキング保持者で現在 1年生以下の者。  

   （13 歳以下または 14 歳以下の部に） 

（ウ）平成 24 年度全日本ホープスランキング保持者で現在中学１年生以下の者。 

   （13 歳以下の部に）  

（エ）平成 24 年度ダブルスランキングを保持している組で現在中学 2年生以下の組。 

   （ダブルスに） 

（オ）ナショナルチーム（ジュニア、ホープス含む）に所属する選手が国際大会、海外遠征

などで予選会に出場できない場合の取扱いは強化本部規程による。また、強化本部の

要請などにより（公財）日本卓球協会が特別に推薦出場を認める場合がある。 

    ※カブランキングの選手は対象にならない。又、ジュニアナショナルチームに所属する 

     選手が国際試合、海外遠征等で予選会に出場できない場合は、（公財）日本卓球協会 

  が特別に推薦出場を認める場合がある。ただし、これらの選手も必ず都道府県卓球協 

  会（連盟）を通じて申し込むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（12）参 加 数   ①下表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13歳以下及び14歳以下シングルス男女各 ダブルス男女各 

都道府県名 人数 都道府県名 組数 

神奈川、静岡、愛知（開催地）、 7名 神奈川、静岡、愛知（開催地） 6組 

北海道、兵庫 6名 北海道、茨城、千葉、兵庫 5組 

福島、茨城、千葉、新潟 5名 福島、新潟 4組 

栃木、東京、岐阜 4名 栃木、群馬、埼玉、東京、長野、 
岐阜 

3組 

 宮城、群馬、埼玉、長野、愛媛、 
福岡 

3名 

 青森、岩手、宮城、秋田、山形、 
石川、福井、三重、京都、大阪、 
岡山、山口、徳島、愛媛、福岡、 
佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島 

2組 

 

 

 

青森、岩手、秋田、山形、山梨、 
富山、石川、福井、三重、滋賀、 
京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、

島根、岡山、広島、山口、香川、 
徳島、高知、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

2名 

 

 

 

 

山梨、富山、滋賀、奈良、和歌山、 

鳥取、島根、広島、香川、高知、 
宮崎、沖縄 

1組 

 

 

②特別推薦枠 前記の人数以外に各都道府県に競技種目①～④のうちいずれか 1種目に限り 1

名の推薦枠を設ける。但し、ペンホルダー選手※に限る。なお、申込書備考欄

に「特別枠」と明記すること。 

※特別推薦枠の対象となるペンホルダー選手について 

1) 予選大会でシェークハンドであった選手をペンホルダーに変えて推薦するようなことは認

められない。 

2) 裏ソフトラバーまたは表ソフトラバーを主戦としたスタイルとし、フォアハンドつぶ高、

アンチ主戦の選手は避けること。但し、つぶ高、アンチラバーを裏面に貼り、補助的ない

し戦術的に利用する場合は問題ないものとする。 

③ランキングによる加算： 平成 24 年度本大会の各種目のランキング 8名（組）の内に 2名（組）

以上のランキング者（組）を持つ加盟団体（別紙ランキング表に太別紙ランキング表に太別紙ランキング表に太別紙ランキング表に太

字で表示字で表示字で表示字で表示）は、当該種目に限り 2名（組）につき 1名（組）追加し

て申し込むことができる。申込書備考欄に「加算枠」と明記するこ

と。但し、エリートアカデミー所属のランキング者（組）は対象と

しない。 

 

（13）参 加 料  シングルス 1 人 3,000 円 

          ダブルス 1 組 4,000 円 

 

（14）申込方法 別紙参加申込書に必要事項を明記し、各都道府県加盟団体長捺印の上、下記宛申し込むこと。尚、

参加料は書留郵便又は振込にて（公財）日本卓球協会宛送金のこと。 

        （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） 

        （個人またはチームからの申込および参加料の送金はしないこと。必ず各都道府県がとりまとめ（個人またはチームからの申込および参加料の送金はしないこと。必ず各都道府県がとりまとめ（個人またはチームからの申込および参加料の送金はしないこと。必ず各都道府県がとりまとめ（個人またはチームからの申込および参加料の送金はしないこと。必ず各都道府県がとりまとめ

て行うものとする。）て行うものとする。）て行うものとする。）て行うものとする。）。 

          原本を 〒150-8050 東京都渋谷区神南 1－1－1 岸記念体育会館内 

               （公財）日本卓球協会 宛  

             TEL（03）3481－2371、FAX（03）3481－2373 

         コピーを〒464-8540 愛知県名古屋市千種区若水 3-2-12 愛知工業大学名電高校内 

                愛知県卓球協会 宛 

             TEL：（052）722－3355 FAX：（052）722－3788 

 

（15）申込締切  平成 25 年 9月 19 日（木）必着のこと。 

締切日迄に申込無き場合は、不参加とみなす。もし、事情により遅れる場合は、必ず（公財）

日本卓球協会事務局まで連絡のこと。 

 

（16）宿  泊 後日、旅行代理店より各都道府県の加盟団体へ連絡する。 

 

（17）そ の 他 ①一旦申し込まれた選手の締切後の変更は原則として認めない。 

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 

 会宛書面にて連絡すること。 

③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。 

④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」の範囲内で対応いたします。

⑤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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成平成平成平成 24242424 年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）ランキング 

13131313歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス 13131313歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス 

1 竹崎 千明 （山 口）野田学園中学校 

2 三上 貴弘 （石石石石    川川川川）遊学館ジュニア 

3 出雲 卓斗  （石石石石    川川川川）遊学館ジュニア 

4 宮本 春樹  （三 重）２１クラブ 

5 福田 純大 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

6 石山  慎 （新 潟）荒川中学校 

7 高見 真己 （愛 知）愛工大附属中学校 

8 田中 佑汰 （熊 本）城山ひのくにｼﾞｭﾆｱ 

1 加藤 美優 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

2 伊藤 美誠 （静 岡）豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

3 木村 光歩  （岡 山）山陽女子中学校 

4 梅村 優香  （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

5 三村 優果 （高高高高    知知知知）明徳義塾中学校 

6 木村 香純 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

7 永目 真唯 （高高高高    知知知知）明徳義塾中学校 

8 笹尾明日香 （神奈川）横浜隼人中学校 

14141414歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス歳以下男子シングルス 14141414歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス歳以下女子シングルス 

1 龍崎 東寅 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

2 木造 勇人 （愛愛愛愛    知知知知）愛工大附属中学校 

3 飯沼 周也  （岐 阜）長森中学校 

4 大西 尚弥  （愛愛愛愛    知知知知）愛工大附属中学校 

5 葉波  啓 （千 葉）TOMAX 

6 緒方遼太郎 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

7 松山 祐季 （愛愛愛愛    知知知知）愛工大附属中学校 

8 矢野  憲 （愛 媛）三津浜中学校 

1 平野 美宇 （山 梨）ミキハウスJSC山梨 

2 三條 裕紀 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

3 熊中 理子  （高 知）明徳義塾中学校 

4 橋本帆乃香  （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

5 弓立美沙輝 （岡 山）山陽女子中学校 

6 加藤結有子 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 
7 塩見 紗希 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

8 馬場 麻裕 （兵 庫）大成中学校 

男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス 女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス 

1  木造 勇人 （愛 知）愛工大附属中学校 

  松山 祐季  （愛 知）愛工大附属中学校 

2 龍崎 東寅 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

  緒方遼太郎 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

3 羽佳 翔鵬 （青 森）青森山田中学校 

  沼村 斉弥 （青 森）青森山田中学校 

4 出雲 卓斗 （石 川）遊学館ジュニア 

  三上 貴弘 （石 川）遊学館ジュニア 

5 吉田 海斗 （島 根）松徳学院中学校 

  小林 准也 （島 根）松徳学院中学校 

6 弓取 眞貴  （福 岡）石田卓球クラブ 

  永田 佳大 （福 岡）石田卓球クラブ 

7 寶金 侑作 （高 知）明徳義塾中学校 

  西  康洋 （高 知）明徳義塾中学校 

8 田中  健 （大 分）明豊中学校 

   近藤  蓮 （大 分）スタークラブ 

1  小脇 瑞穂 （高 知）明徳義塾中学校 

  熊中 理子  （高 知）明徳義塾中学校 

2 伊藤 美誠 （静 岡）豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

  桑原 穂実 （静 岡）豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

3 橋本帆乃香 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

  塩見 紗希 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

4 加藤結有子 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

  竹内 嘉菜 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

5 鹿股まりな （東 京）武蔵野中学校 

  永井 里奈 （東 京）武蔵野中学校 

6 三條 裕紀 （大大大大    阪阪阪阪）ミキハウスJSC 

  田中 理沙 （大大大大    阪阪阪阪）王子クラブ 

7 浜本 由惟 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

  加藤 美優 （東 京）JOCｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 

8 林   茜 （神奈川）横浜隼人中学校 

   杉本  恵 （神奈川）横浜隼人中学校 

 

平成平成平成平成 24242424 年度全日本卓球選手権大会（ホープスの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（ホープスの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（ホープスの部）ランキング年度全日本卓球選手権大会（ホープスの部）ランキング 

ホープス男子ホープス男子ホープス男子ホープス男子 ホープス女子ホープス女子ホープス女子ホープス女子 

1 金光 宏暢  （岡 山）六番卓球クラブ 

2 加山  裕 （兵 庫）華兵ロードスカイ 

3 田中 佑汰 （熊 本）城山ひのくにｼﾞｭﾆｱ 

4 加賀美利輝 （山 梨）増穂クラブ 

5 中橋 敬人 （神奈川）新星クラブ 

6 戸上 隼輔  （三 重）松生T.T.C 

7 星  翔太 （宮 城）仙台ジュニアクラブ 

8 宇田 幸矢 （東 京）Meiji c.ｓ.c 

1 塩見 真希 （愛 媛）えひめTTC 

2 早田 ひな （福 岡）石田卓球クラブ 

3 平野 美宇 （山 梨）ミキハウスJSC山梨 

4 伊藤 美誠 （静 岡）豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

5  桑原 穂実 （静 岡）豊田町卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 

6 宮﨑  翔 （熊 本）城山ひのくにｼﾞｭﾆｱ 

7  永道麻依加  （福 岡）石田卓球クラブ 

8 青木 萌恵 （埼 玉）T.T.C平屋 

 

平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    全国中学校卓球大会全国中学校卓球大会全国中学校卓球大会全国中学校卓球大会    ランキングランキングランキングランキング 

男男男男    子子子子 女女女女    子子子子 

1  木造 勇人 （愛 知）愛工大附属中学校 

2 伊丹 雄飛 （山 口）野田学園中学校 

3 羽佳 翔鵬 （青 森）青森山田中学校 

4 沼村 斉弥 （青 森）青森山田中学校 

5 蛭田  龍 （青 森）青森山田中学校 

6 佐藤 陽大 （青 森）青森山田中学校 

7 吉田 大輔 （青 森）青森山田中学校 

8 竹﨑 千明 （山 口）野田学園中学校 

1  早田 ひな （福 岡）中間東中学校 

2  弓立美沙輝 （福 岡）瀬高中学校 

3  松枝 亜実 （岡 山）山陽女子中学校 

4  清水 百合 （岡 山）就実中学校 

5  伊藤 美誠 （大 阪）昇陽中学校 

6  山本 笙子 （福 井）鯖江市中央中学校 

7  三浦 萌香 （神奈川）横浜隼人中学校 

8  木村 光歩 （岡 山）山陽女子中学校 

 


