
第７６回 国民体育大会卓球競技青森県予選会について 

 

１ 期  日 少年男女：令和３年６月１２日（土）～１３日（日） 

成年男女：令和３年６月２６日（土）～２７日（日） 

 

２ 会 場 カクヒログループスタジアム（青森市民体育館）（６月１２日（土）のみ） 

青森大学 正徳館（６月１３日（日）、２６日（土）、２７日（日）） 

 

３ 主  催 青森県卓球連盟 

 

４ 種 目 成年男子   成年女子  少年男子  少年女子 

 

５ 競技日程 ◆少年男子・少年女子 

         ６月１２日（土） カクヒログループスタジアム（青森市民体育館） 

８：００～ 開館・受付 

           ８：３０  受付終了 

           ８：４５  開始式 

                  競技上の注意・会場使用上の注意 

           ９：００～ 競技開始 

                  予選トーナメント、決勝リーグ戦 

         ６月１３日（日） 青森大学 正徳館 

           ８：００～ 開館・受付 

           ８：２０  受付終了 

           ８：３０～ 競技開始 

 

◆成年男子・成年女子 

         ６月２６日（土） 青森大学 正徳館 

１３：００～ 開館・受付 

          １３：３０  受付終了 

          １３：４５～ 開始式 

                  競技上の注意・会場使用上の注意 

          １４：００～ 競技開始 

                  予選リーグ戦、決勝リーグ戦 

         ６月２７日（日） 青森大学 正徳館 

           ８：００～ 開館・受付 

           ８：２０  受付終了 

           ８：３０～ 競技開始 

                  決勝リーグ戦 



６ 競技ルール ①競技規則は、現行の日本卓球ルールによる。 

        ②11本 5ゲームマッチとする。 

③使用球は、（公財）日本卓球協会公認プラスチック球：40㎜ホワイトのみとする。 

（ニッタク・VICTAS・バタフライ（R40+，A40+）） 

 

７ 参加資格 ①日本国籍を有する者であることとするが、監督及び選手のうち次の者については、日本国籍を有

しない者であっても成年又は少年の種別に参加することができる。 

1) 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち永住者。 

2) 学校教育法第 1条に規定する学校に在籍する学生及び生徒。ただし、出入国管理及び難民認 

定法に定める在留資格のうち、就学生（主に高校生）及び家族滞在（中学 3年生）について 

は、大会実施要項が定める参加申込み締切時に一年以上在籍していること。また、留学生（主 

に大学生）については、参加できない。 

       ②各競技の選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長と体育・スポーツ協会会長が代表 

として認め、選抜した者であること。 

③第 74回大会又は第 75回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）において選手及び監督 

 の資格で参加した者は、次の場合を除き第 74回大会又は第 75回大会と異なる都道府県から参 

加することはできない。 

1）2020年度に学校教育法第 1条に規定する学校を卒業した者。 

       2）結婚及び離婚に係る者。 

3）ふるさと選手制度を活用する者（成年種別）：「国民体育大会ふるさと選手制度」 

4）一家転住に係る者（少年種別）。 

④選手及び監督の兼任は同一種別内に限る。 

⑤所属都道府県は当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から選択 

することができる。 

       ＜成年種別＞ 

ｱ） 居住地を示す現住所（現住所とは住民登録がなされ、日常生活をしている所を指す。） 

ｲ） 勤務地 

ｳ） ふるさと（国民体育大会ふるさと選手制度による） 

※大学生の場合にあっては、居住地を示す現住所またはふるさとのいずれかを選ぶことができ

る。ただし、ふるさとの場合は「国民体育大会ふるさと選手制度」による。（卒業小学校が追

記されました。2021年国体から） 

該当する選手がおりましたら事務局へご相談下さい。 

＜少年種別＞ 

ｱ） 居住地を示す現住所（現住所とは住民登録がなされ、日常生活をしている所を指す。） 

ｲ） 学校教育法第 1条に規定する学校の所在地 

ｳ） 勤務地 

※上記に属する都道府県のうち、「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校教育法第 1条に規定

する学校の所在地」のいずれかから参加する場合は、2021 年 4 月 30 日以前から本大会終了時

まで、引き続き当該地にそれぞれ居住、勤務又は通学していなければならない。但し、次の者

はこの限りではない。 

・成年種別：「トップアスリートの国民体育大会資格の特例処置」の適用を受ける場合 

      「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を 

       受ける場合 

         ・少年種別：「一家転住」した場合 

              ：「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受ける場合 

：「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会への特例措置」の適用を受け         

る場合 

⑥選手の年齢基準 

 成年男女 2003年 4月 1日以前に生まれた者とする。 

 少年男女 2003年 4月 2日から 2007年 4月 1日までの間に生まれた者とする。 

（中学 3年生を含む） 



８ 選手選考及びチーム編成 

①選手選考 

ア）成年男女：予選リーグ戦・決勝リーグ戦を行い、決勝リーグ戦上位 4名を候補選手とします。 

ただし、優先選手が国民体育大会に出場可能な場合は、優先選手が優先的に国民体育大会の代表選手 

となります。なお、予選リーグ戦の結果は、決勝リーグ戦に生かします。 

また、申込人数により試合方法を変更することがあります。 

※競技日程はあくまでも予定ですので組合せ決定後変更になる場合があります。 

イ）少年男女：選考会において、予選トーナメント後、ベスト 6から決勝リーグ戦を行い、上位 4名を候補 

選手とします。ただし、優先選手が国民体育大会に出場可能な場合は、優先選手が優先的に国民体育大 

会の代表選手となります。 

ウ）東北総体及び国民体育大会の代表選手は常任理事会において最終決定いたします。 

エ）優先選手：①（公財）日本卓球協会派遣による国際大会等に日本代表として参加している者。 

          ②成年男女：前年度全日本卓球選手権大会一般の部シングルス…ベスト 16位 

              中止 前年度全日本学生卓球選手権大会シングルス…ベスト 16位 

※前記の代替大会となった「全日本学生選抜強化大会」シングルス… 

 ベスト 16位 

          ③少年男女：前年度全日本卓球選手権大会一般の部シングルス…ベスト 32位 

                前年度全日本卓球選手権大会ジュニアの部シングルス…ベスト 8位 

              中止 前年度全国高校選手権大会シングルス…ベスト 16位 

              中止 全国高体連主催海外遠征参加者 

上記①～③の選手を優先選手とし、優先選手が国民体育大会に出場可能な場合は代表選手といたします。 

     （理事会決定事項） 

        成年男子 ①森薗政孝 ②丹羽孝希 ③神 巧也 ④吉田 海偉 

        成年女子 ①工藤 夢 ②船場清華 

※トップアスリートの大会参加資格の特例措置 

     （１）対象者 

        ア）大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会に参加した者。 

        イ）大会開催年の 4月 30日時点で、本特例の対象として認めた者。 

          JOCアスリートプログラム強化指定選手 

          強化指定選手 

     （２）内容 

        特例の対象となる選手は、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民体育大会へ参加する 

ことができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種目・種別においては、当該都道府県 

代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得している場合とする。 

  ②チーム編成 

ア） 東北総体は、各種目とも監督 1名、選手 4名でチーム編成する。 

イ） 国民体育大会は、各種目とも監督 1名、選手 3名でチーム編成する。 

 

９ 参 加 料 １，５００円 

※６月３日（木）までに、所属チーム名で青森県卓球連盟へ振り込みにて納入してください。 

  その際の振込手数料は、ご負担願います。 

  振込先：ゆうちょ銀行  口座名義：青森県卓球連盟  預金種目：普通預金 

① ゆうちょ口座間送金 

記  号：１８４９０ 

番  号：２４３４６９８１ 

② 他銀行間振込用 

店  名：八四八（ハチヨンハチ） 

口座番号：２４３４６９８ 



１０ 申 込 先 青森県卓球連盟事務局 

〒030-0123 青森市大字大矢沢字里見 111-1 スチューデントプラザ内 

TEL 017-728-7800  FAX 017-728-3977  Ｅメール：aotakuren@aomori-u.ac.jp 

※ＦＡＸで申込の場合は、必ず着信確認をしてください。 

※メールで申込の場合は、事務局より受信確認後、空メールを返信します。 

返信のない場合はご連絡ください。 

 

１１ 申込締切 令和３年６月３日（木）必着のこと。 

        ※締切日を過ぎた場合は、受付いたしませんのでご注意ください。 

 

１２ 組 合 せ 青森県卓球連盟組合せ委員で行います。 

        ※成年男女：競技日程が変更になった場合、申込み責任者へ連絡します。 

 

１３ 東北・全国大会日程 

◆東北総体兼国体予選会日程 

期日 令和３年８月２０日（金）～２２日（日）会場 山形県：小真木原総合体育館 

 

◆国民体育大会日程 

期日 令和３年１０月１日（金）～ ４日（月）会場 三重県：三重県営サンアリーナ 

 

１４ そ の 他 (１) 青森県内において、新型コロナウイルス感染症陽性者が増加した場合は、大会を中止する 

ことがありますので、ご了承ください。その場合は、青森県卓球連盟ホームページにてお 

知らせします。 

(２) 大会は無観客といたします。 

(３) アドバイザーのベンチ入りはなく、ノーベンチとする。 

(４）選手以外で会場に入場できるのは、次のとおりとします。 

中学校は、監督または帯同者１名とする。高校は、監督のみとする。 

大学・一般は選手以外無しとする。 

(５) 選手・監督・帯同者は、各自の試合終了後、速やかに退場することとする。 

(６) 別紙１「大会参加申し込みに当たっての留意事項」を厳守してください。 

(７) 別紙２「連絡先および健康状態申告書」を提出していただきます。提出していただけない 

場合は、参加をお断りすることがあります。 

(８) 別紙３「新型コロナウイルス感染症対策」を熟読してください。 

(９) 使用した観客席は、退場時に各自で消毒をお願いします。 消毒液（液剤もしくは除菌シー 

ト）をご持参くださるよう、ご協力のほどお願いいた します。 

mailto:aotakuren@aomori-u.ac.jp

