
 

令和４年４月１６日  

各高等学校長 様 

                                 栃 木 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 

                                 会  長     吉 成   卓 

                                 栃木県高等学校体育連盟卓球専門部 

                                 部  長     藤 崎 武  司 

（公印省略）     

 

 

令和４年度栃木県高等学校総合体育大会卓球競技兼第 72回関東高等学校卓球大会栃木県予選会の開催について 

 

このことにつきまして、下記要領にて開催致します。つきましては貴校生徒・職員の参加について、よろしく御高配く

ださいますようお願い致します。 

 

記 

 

１ 主催  栃木県高等学校体育連盟・栃木県教育委員会 

 

２ 主管  栃木県高等学校体育連盟卓球専門部 

 

３ 期日・種目・会場等 

４月30日（土）【学校対抗】TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）8:00開館 8:30集合 

鹿沼市下石川694-1 ℡0289-72-1300 

５月４日（水）【シングルス】日環アリーナ栃木（栃木県総合運動公園東エリア）8:00開館 8:30集合 

宇都宮市西川田4-1-1（県警機動センター跡地）  ℡：028-658-5900 

５月５日（木）【ダブルス】日環アリーナ栃木（栃木県総合運動公園東エリア）8:00開館 8:30集合 

宇都宮市西川田4-1-1（県警機動センター跡地）  ℡：028-658-5900 

 

４ 競技規定 

（１）現行の日本卓球ルール及び栃木県高体連卓球専門部ローカルルールを適用する。 

（２）使用する卓球台は、（公財）日本卓球協会公認台とする。使用球は、（公財）日本卓球協会公認プラスチ 

ック40mm白球・抗菌（ニッタク製）を使用する。 

（３）選手は昨年度または今年度の(公財)日本卓球協会ゼッケン、または白布を背中につけること。その際、所属校

を明確にすること。 

（４）令和４年度関東高校卓球大会（千葉県浦安市）出場枠は男女とも下記のとおりとする。 

①学校対抗３校  ②シングルス８名  ③ダブルス２組 

 

５ 競技方法 

（１）全種目とも 11本５ゲームズマッチのトーナメント方式とする。 

（２）学校対抗については、次の方法で行う。 

   ①登録人数は４～８名とする。 

   ②４～６名による４シングルス１ダブルスの５試合３点先取で勝敗を決める。 

    ただし、１・２番のシングルスに出た者同士で３番のダブルスを組むことはできない。また、シング 

ルスは全て異なる選手とする。 

 

 

 

③試合は、進行状況により２～４コートを使用する場合がある。 

④代表決定戦（３位決定戦）を行う。 

（３）シングルスについては、順位決定戦は行わない。 

（４）ダブルスはベスト 4決定後、リーグ戦を行う。 

 

順序 １ ２ ３ ４ ５ 

形式 Ｓ Ｓ Ｄ Ｓ Ｓ 

Ｓ：シングルス 

Ｄ：ダブルス 



６ 引率・監督 

（１）引率責任者は、校長の認める当該校の職員とし、選手のすべての行動に対し、責任を負うものとする。 

校長から引率を委嘱された「部活動指導員」も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長 

は高体連会長に事前に届け出ること。 

（２）学校対抗監督及び個人戦アドバイザーは、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・ 

賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

（３）学校対抗監督及び個人戦アドバイザーが外部指導者の場合は、申込み締切日までに「外部指導者申請書」 

を提出すること。なお、当日の外部指導者の変更は同申請書（公印捺印必要）を提出することで認めら 

れる。但し、追加申請をすることはできない。 

（４）各学校の会場に入場できる引率者・監督・外部アドバイザーの人数は次の通りとする。 

    ①学校対抗 ２名以内   ②個人戦 ３名以内 

 

７ 参加資格 

  （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒である 

こと。ただし、休学中・留学中の生徒を除く。 

  （２）選手は、栃木県高等学校体育連盟加盟校の生徒であること。また、今年度(公財)日本卓球協会に登録さ 

れる生徒であること。 

  （３）年齢は、平成15年４月２日以降に生まれた者とする。ただし出場は同一競技３回までとし、同一学年で 

の出場は１回限りとする。 

  （４）チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（５）転校後の６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむ  

を得ない場合は、各都県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りでない。 

 

８ 参加制限 

（１）学校対抗 

①前年度、県高校新人戦ベスト８以上の学校。 

②各支部予選会の通過校。各支部の通過枠は下記のとおりである。 

 南部 中部 北部 

男子 ８ １０ ６ 

女子 ６ ８ ４ 

③外国籍留学生は２名以内とする。なお、外国籍留学生は、１試合に１名が１度のみ（シングルス・ 

ダブルスを問わず）出場できる。 

（２）シングルス 

①次項シード対象者該当選手。 

②各支部予選会の通過者。各支部の通過枠は、下記のとおりとする。 

 南部 中部 北部 

男子 ４８ ６４ ４０ 

女子 ３２ ４８ ３２ 

（３）ダブルス 

①次項シード対象者該当選手。 

②各支部予選会の通過者。各支部の通過枠は下記のとおりとする。 

 南部 中部 北部 

男子 ２４ ３２ １６ 

女子 １６ ３２ １６ 

 

 （４）シード対象者 

     シングルス・ダブルスにおけるシード対象者は次のとおりとする。 

【男女シングルス】 

   ①前年度、下記大会のいずれかでシングルスベスト１６以上の選手。または、前年度、下記大会でシングルスベ 

スト３２に複数回入った選手。 

「関東高校県予選」「全国高校県予選」「国体県予選」「全日本ジュニア県予選」 

「県高校新人」「東京ジュニア県予選」  



②「全日本一般県予選」において、ベスト８以上の選手。 

③新入生で中学時に、下記大会に出場した選手。 

「全日本一般・ジュニア」「全国中学シングルス」「国体」「国体ブロック大会」「東京一般・ジュニア」 

【男女ダブルス】 

  ①前年度、下記大会のいずれかでダブルスベスト８以上の選手。または、前年度、下記大会でダブルスベスト１６ 

に複数回入った選手。（一方可） 

「関東高校県予選」  「全国高校県予選」  「県高校新人」 

②前年度「全日本一般県予選」ダブルスベスト４以上の選手（一方可） 

 

９ 申込書作成について 

 （１）申込書のダウンロード・シード対象者確認 

    ※個人戦（シングルス・ダブルス）支部予選会通過選手については、各支部専門委員が一括して申込む 

ので、各校からの申込みの必要はありません。 

①栃木県高体連卓球専門部ＨＰより、今大会の「申込書・外部指導者申請書」をダウンロードする。 

②シングルス・ダブルスのシード対象者は上記の「８参加制限（４）シード対象者」の通りとする。な 

お、栃木県高体連卓球専門部ＨＰより「シード対象者」に該当するかを確認する。 

     ③「健康確認シート」「体育館利用者名簿」は①のＨＰよりダウンロードしてください。 

 

（２）記入上の注意 

   ※どの種目においても、申込書右上の学校番号欄に 2桁の学校番号を入力すること。 

   ①学校対抗 

（ア）監督については、「教職員・外部指導者」のいずれかに○を付ける。 

（イ）外国籍留学生については、備考の欄にその旨記入する。 

（ウ）学校対抗において、申し込み後に選手変更がある場合は、開会式までに公印押印の上提出すること。 

   ②シングルス・ダブルス 

シード該当となる選手は申込ファイルの『シード対象』の表に記入する。その他の選手は、『一般』の表 

に校内ランキング順に記入をする。 

③外部指導者申請書 

学校対抗監督及び個人戦アドバイザーが外部指導者の場合は、「外部指導者申請書」に記載する。 

 

10 申込方法 

 （１）注意 

    申し込みは郵送とメールの送信とする。申し込みファイル名は、高校名の前に 2桁の学校番号をつける 

こと。ファイル名は「00○○高校 R４関東予選申込み」と入力し、ファイル内のタブは分解せずにＨＰの様 

式のままで送信すること。（入力例：01宇都宮高校 R4関東予選申込み）。 

 （２）手順 

    ①申込書を作成し、公印捺印の上、封書に「卓球申込書在中」と朱書きをして下記【Ａ】受付者へ郵送 

する。 

②申込書を【Ａ】受付者と【Ｂ】受付者の２ヶ所へメールで送信する。【Ｂ】受付者は、地区によって異 

なるので注意すること。 

 

【Ａ】受付者 〒320-0072 宇都宮市若草 2-2-46 宇都宮中央高等学校 川俣 友人 

TEL：028-622-1766 FAX：028-627-7870 kawamata-t04@tochigi-edu.ed.jp  

【Ｂ】受付者 北部支部 那須清峰高 酒井 祐貴 TEL：0287-36-1155 sakai-y04@tochigi-edu.ed.jp 

中部支部 真岡北陵高 大森 裕樹 TEL：0285-82-3415 ohmori-h02@tochigi-edu.ed.jp 

南部支部 小山城南高 磯  貴生 TEL：0285-27-1245 iso-t02@tochigi-edu.ed.jp 

 

（３）申込み期限  

令和４年４月２２日（金） 

不参加の場合も、【Ａ】受付者及び【Ｂ】各支部担当者へメール等で連絡すること。 

 

 

 



11 組合せ日時 

（１）日時 令和４年４月２６日（火） 

（２）会場 栃木県立真岡女子高等学校会議室  〒321-4306 真岡市台町 2815 ℡0285-82-2525 

（３）抽選 ①学校対抗組合せ抽選会 顧問会議終了後、各校顧問が行う。 

②個人戦組合せ          栃木県高体連卓球専門部委員が行う。 

組合せ編成完了次第、栃木県高体連卓球専門部 HPに掲載する。【 https://tochigi-ko-tt.chu.jp/ 】 

 

12 安全管理 

（１）大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については、栃木県高等学校体育連盟「危機管理マニュ 

アル」に則り適切に対応する。 

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止については、栃木県高等学校体育連盟「新型コロナウイルス感染拡大 

予防ガイドライン」に則り適切に対応する。 

（３）この大会は無観客試合とする。会場に入場できるのは各校の顧問や監督、事前登録したアドバイザー、 

選手とし、エントリー以外の部員の扱いについては、追って連絡とする。 

（４）各学校・チームの顧問は、体育館入場者の健康確認シートと、体育館入場者名簿を作成して大会当日の 

受付時に提出すること。 

 

13 問合せ先 

栃木県高体連卓球専門部  県立真岡女子高等学校  星野 朗  ℡ 0285-82-2525 

 

14 その他 

（１）上位大会について 

令和４年度第 72回関東高等学校卓球大会 

日時：令和４年６月３日～５日 

場所：バルドラール浦安アリーナ（浦安市運動公園体育館） 

 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜２-27 ℡:047-355-1110 

 

  （２）令和４年度栃木県高等学校体育連盟卓球専門部顧問会議について 

①期日 令和４年４月 26日（火）14:00～ 

②会場 栃木県立真岡女子高等学校会議室 〒321-4306 真岡市台町 2815 ℡0285-82-2525 

※駐車場は敷地北側の旧日赤を使用してください。 

③議事 

（ア）令和４年度専門部年間行事予定について 

（イ）令和４年度各種強化事業について 

（ウ）令和４年度組合せ規定について 

（エ）令和４年度登録数・県大会各地区出場枠について 

（オ）令和４年度大会参加上の注意 

（カ）その他 

※終了後、令和４年度栃木県高等学校総合体育大会卓球競技兼第 72回関東高等学校卓球大会栃木県 

予選会学校対抗抽選会を行います。 

※顧問会議の出欠については、別紙の顧問会議出欠欄に○・×で記入して下さい。 

 

  （３）栃木県卓球連盟加盟金について 

     ①金額    １校当たり 5,000円（１年間） 

     ②納入方法  今大会受付時にお支払い下さい。なお、今大会に参加しない場合は、地区委員長にご連 

絡下さい。 

      

 


