
 

令和４年６月 13日  

各所属長 様 

栃 木 県 卓 球 連 盟  

 会 長   関 則男  

（公印省略）  

 

第 77回国民体育大会卓球競技（少年の部）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  公益財団法人栃木県スポーツ協会 

 

２ 主管  栃木県卓球連盟高校部会  栃木県高等学校体育連盟卓球専門部 

 

３ 日程・会場等 

日時 ７月18日（月・祝） 8:30開館・集合 

場所 日環アリーナ栃木（栃木県総合運動公園東エリア） 

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

 

 ４ 競技種目 

  （１）少年男子シングルス 

  （２）少年女子シングルス 

 

５ 競技規定 

（１）現行の日本卓球ルールに準拠し、栃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（ニッタク製・抗菌）を使用する。 

（３）選手は今年度の(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。また、所属を明確にすること。 

（４）第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」候補の選考は、栃木県卓球連盟「国民体育大会代表選手選考 

基準規定」による。 

 

６ 競技方法 

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。 

 

７ 引率・監督・アドバイザー 

（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）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）アドバイザーが外部指導者の場合は、期日までに「外部指導者申請書」を提出するものとする。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。ただし、追加申請をすることは 

できない。クラブチーム指導者の場合は、期日までに「アドバイザー（外部指導者）申請書」を提出するもの 

とする。なお、当日の変更は同申請書（所属長の押印必要）を提出することで認められる。ただし、追加申請 

をすることはできない。 

（４）館内に入場できる顧問・部活動指導員・外部指導者の合計人数は、男女別で３名までとする。 

     

 

 



８ 参加資格 

（１）日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本国籍を有しない者で 

あっても、大会に参加することができる。 

（ア）「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」（「日本国との平和条約に基づき日本の 

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別永住者」を含む。） 

（イ）少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「８ 参加申込方法」で定めた参加 

申込締切時に１年以上在籍していること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」（中学３年生）に 

該当していること。 

 （２）第 75 回又は第 76 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）において選手又は監督として参加した者 

は、次の場合を除き、第 75 回又は第 76 回大会と異なる都道府県から参加することはできない。 

（ア）「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

（イ）結婚又は離婚に係る者 

（ウ）一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

[注] ａからｃは当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

（エ）JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「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」による。） 

（オ）東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「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」による。） 

（３）選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競技に限り参加できる。 

（４）選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできない。 

（５）上記のほか、本選出場選手については次のとおりとする。 

（ア）健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 

（イ）ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 

 （６）居住地を表す現住所が本県であること。 

（７）「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。）が本県であること。 

（８）勤務地が本県であること。 

（９）別記３「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」に定める小学校の所在地が本県であるこ 

と。 

※「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、2022年４月 30日以前 

から本大会終了時（2022 年 10 月 11 日）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。ただし、次の者はこの限りではない。 

ａ 別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記５「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」の適用を受ける者 

  （10）選手の年齢基準については、原則として 2004年４月２日から 2008年４月１日までに生まれた者とする。年齢 

計算は、2022年４月１日を基準とする。 

  （11）高校・中学校・クラブチーム、全てのチーム内での参加人数の制限はない。 

 

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 

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

②高校生のシード対象者は以下の通りとする。また、栃木県高体連卓球専門部ＨＰにも対象者を掲載するので 

併せて確認すること。 

今年度「関東高校県予選」「全国高校県予選」のいずれかでベスト 32以上の選手。 

     ③中学生においては以下の通りとする。 

中体連上位選手（中学３年生のみ） 

（２）記入上の注意 

①高校生において、シード該当となる選手は申込ファイルの「高校生用」の用紙を使用し、「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。また、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。 

②中学３年生が中学校で申込をする場合は、「中学生用」の用紙を使用し、校内ランキング順に記入する。また、 



県春季大会の順位を記入すること。 

③中学３年生がクラブチームで申込をする場合は、「中学生クラブチーム用」の用紙を使用し、クラブチーム内 

ランキング順に記入する。また、県春季大会の順位を記入すること。 

④外国籍留学生については、備考の欄にその旨記入する。 

⑤外部指導者が館内に入場する場合は、外部指導者申請書を提出すること。館内に入場できる顧問・部活動指導 

員・外部指導者の合計に注意すること。 

 

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。高校において、申し込みファイル名の先頭に 2桁の学校番号をつける 

こと。ファイル名は「00○○高校 R4国体県予選申込み」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 国体県予選申込み）。中学校やクラブチームの場合は、 

「（所属名）R4国体県予選申込み」とすること。 

 （２）手順 

   【高校】 

    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。 

    【中学校・クラブチーム】 

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【Ｃ】受付者の２ヶ所へメールで送信する。 

【Ａ】受付者 〒326－0808 栃木県足利市本城１丁目 1629番地 県立足利高校 落合直紀 

TEL:0284-41-3573  ochiai-n02@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 

  【Ｃ】受付者 壬生町立南犬飼中学校 齊藤 聖雄 TEL：0282-86-0134 jhminamiinukai01@mibu.ed.jp 

 

（３）申込み期限  

令和４年７月６日（水） 

※高校において不参加の場合も、【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 

令和４年７月 12日（火） 

組合せについては、栃木県卓球連盟高校部会（栃木県高体連卓球専門部）および中学部会が行う。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 参加料 

  一人 1,100円とする。 

 

13 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栃木県高体連卓球専門部ＨＰ 

よりダウンロード・作成して大会当日の受付時に提出すること。 

 

14 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 

 



15 上位大会について 

第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 

日時：令和４年 10月１日（土）～５日（水） 

場所：TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）  栃木県鹿沼市下石川 694-1 

 

 

【別記２】「『一家転住等』に伴う特例措置」 

転校への特例 

１ 次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（国民体育大会開催基準要項細則第３項－(1)－1)－③） 

に抵触しないものとする。 

(1) この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。 

(2) 本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。なお「一家転住等」とは概 

ね次のことを言う。 

ア 親の転勤による一家の転居 

イ 親の結婚、離婚による一家の転居 

ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 

(3) 転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。 

ア 本特例を受けようとする参加者は、下記２(1)の場合は転居元、下記２(2)の場合は転居先が属する都道府県 

体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告すること。 

イ 報告を受けた都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体は、下記２(1)の場合は転居先、下記２(2) 

の場合は転居元が属する都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得 

ること。 

２ 本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとする。 

(1) 転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加することができる。 

ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合 

イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合 

ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合 

(2) 転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加することができる。 

ア 転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始されていない場合。 

 

【別記３】「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」 

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「JOC エリートアカデミー」に係る選手のうち、下記１に該当する者

については、国民体育大会開催基準要項細則第３項〔国民体育大会開催基準要項第８項第１号及び第 10 項第４号（参加

資格及び年齢基準等）〕及び別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」に関し、次の２～４の特例を適用する。 

１ 対象者 

(1) 少年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーに在籍する者 

(2) 成年種別年齢域の選手で JOCエリートアカデミーを修了した者、または同アカデミーに在籍する者 

２ 少年種別年齢域の選手の所属都道府県 

本特例第１項－(1)に定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、国民体育大会開催基準要項細 

則第３項－(1)－2)‐②に定める「居住地を示す現住所」、「学校教育法第１条に規程する学校の所在地」、「勤務地」 

のほか、卒業小学校の所在地が属する都道府県を選択することができる。 

なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学していた小学校の所在地 

が属する都道府県を選択することができる。 

３ 成年種別年齢域の選手の「ふるさと」 

本特例第１項－(2)に定める成年種別年齢域の選手は、別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」第２項に定める 

卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県のほか、同アカデミーでの入校時に 

おいて小学生であった場合には、入校する直前まで通学していた小学校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」と 

することができる。 

４ 国内移動選手の制限に係る例外適用 

本特例第１項－(1)に定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都道府県大会を含む）と異なる都道府県から参 

加する場合、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(1)－1)－③（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

［注］ 本特例第１項－(2)に定める成年種別年齢域の選手については、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(1) 

－1)－③（国内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うものとする。 



【別記４】 「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアスリートの国民体育大会 

参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定める。 

１ 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

(1) 第 32 回オリンピック競技大会（2021 年・東京）に参加した者。 

(2) 2022年４月30 日時点で、下記のいずれかに該当し、各中央競技団体が本特例の対象として認めた者 

ア JOC オリンピック強化指定選手 

イ 各競技（種目）における国内ランキング上位 10 位以内の者 

ウ 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上のカテゴリーを対象とする。 

２ 特例の内容 

(1) 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、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本大会に参加す 

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) 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」を選択する場合は、日 

数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

ア 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

(ｱ) 2022 年４月30 日以前から大会終了時(2022 年 10 月 11 日)まで引き続き、住民票記載の住所に存する 

都道府県において生活している実態があり、当該都道府県以外（海外を含む）において生活している実態 

がないこと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。 

ａ 自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること 

ｂ 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

ｃ 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

ｄ 当該住居に主要な家財道具が存すること 

(ｲ) 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起点としていること。 

イ 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

(ｱ) 2022 年４月30 日以前から大会終了時（2022 年 10 月11 日）まで引き続き、雇用主と雇用契約を締結 

した上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務していること。 

(ｲ) 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 

３ 国内移動選手の制限 

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(1)－1)－③ 

のとおりとする。 

 

【別記５】 「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」 

１ 特例の対象となる被災地域都道府県 

震災による被害状況及び影響等を総合的に勘案し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の６県を本特 

例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」という。）とする。 

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱うこととする。 

２ 特例の内容 

(1) 特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

以下の選手及び監督は、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」の各要件を満たしていなくと 

も、当該特例対象県から参加することができる。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象県における「居住地を示 

す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」の各要件を満たすことができなくなった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

ア 2011年３月 11 日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住または勤務していた者。もし 



くは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍していた者であること。 

イ 災害が発生しなかったと仮定した場合、 2022年４月 30日以前から大会終了時（2022年10月11日）ま 

で継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」とする要件を満た 

していたと合理的に推測される者であること。 

(2) 避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

ア 被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下の選手及び監督については、 

移動先の都道府県から参加することができる。 

なお、この場合、第 75 回及び第 76 回大会に当該特例対象県から参加していても、国民体育大会開催基準 

要項細則第３項－(1)－1)－③（国内移動選手の制限）には抵触しないものとする。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象県から移動せざるを得 

なかった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

(ｱ) 2011年３月 11日時点において、当該特例対象県内に居住または勤務していた者。もしくは当該特例対 

象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍していた者であること。 

(ｲ) 移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」とする要件を満たしてい 

ること。 

なお、移動が生じた時期が 2022年４月 30日以降の場合は、移動先の都道府県の予選会開始までに要件 

を満たしていることとする。 

[注] 「居住地を示す現住所」及び「学校所在地」として参加を希望する者については、当該自治体への住 

所に関する届出または学籍に係る要件を満たしていなくとも、それに準ずる公的な証明書類を提出で 

き、かつ移動先の都道府県に居住あるいは通学している実態を有していると日本スポーツ協会が認め 

た場合、移動先の都道府県から出場することができる。 

イ 本項アを適用して避難等による移動先の都道府県から第 76 回大会または第 77 回大会に 

参加した者が、2023 年開催の特別大会において、以下のような震災にかかる理由により再度都道府県を移 

動して参加する場合は、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(1)－1)－③（国内移動選手の制限）には 

抵触しないものとする。 

＜例＞ ○ 避難先を離れ、当該特例対象県に戻る場合 

○ 避難先を離れ、他の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」とする場 

合 

○ 他の都道府県に避難先を移す場合 

(3) 避難等による移動先の属する都道府県において学校を卒業した場合の「ふるさと」選択要件の緩和 

避難等による移動先の属する都道府県において小学校、中学校または高等学校を卒業した者が、成年種別年齢    

域に達した際、「国民体育大会ふるさと選手制度」を活用して参加する場合、以下のいずれかを「ふるさと」と 

して登録することができる。 

ア 卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校の所在地 

イ 災害の発生した時点で在籍していた小学校、中学校または高等学校の所在地 

なお、本特例を適用して上記イの学校所在地を「ふるさと」登録した場合についても、卒業小学校、卒業 

中学校または卒業高等学校の所在地を「ふるさと」とする場合と同様、一度登録した「ふるさと」は変更 

できない。 

【特例の対象者】 

2011年度から 2012年度（小学校は 2015年度）までに、避難等による移動先の属する都道府県において 

小学校、中学校または高等学校を卒業した者。 


