
 

 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 2018 

平成 30年度全日本卓球選手権大会(カデットの部) 実施要項 

 
（1）名   称  JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ 2018 平成 30年度全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄの部) 
（2）期   日 平成 30年 11 月 2日（金）～4 日（日） 
（3）会   場 カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）   仙台市営地下鉄「富沢」駅より徒歩 5 分 
          〒982-0032  宮城県仙台市太白区富沢 1-4-1 
          TEL:022－244－1111  FAX：022-244-1115 
（4）主   催  公益財団法人日本卓球協会 
（5）主   管 宮城県卓球協会、仙台市卓球協会 
（6）特 別 協 賛 全国農業協同組合連合会 
（7）用 具 協 賛 株式会社 VICTAS（ボール） 
（8）後   援 （公財）日本オリンピック委員会［ＪＯＣ］、宮城県、宮城県教育委員会、 
 （公財）宮城県スポーツ協会、仙台市、仙台市教育委員会、仙台市スポーツ協会、 

スポーツコミッションせんだい、ＮＨＫ仙台放送局、ＴＢＣ東北放送、仙台放送、 
ＫＨＢ東日本放送、ミヤギテレビ、報知新聞社、河北新報社 

（9）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 

（10）試合方法  全試合､11ポイント､5 ゲームマッチのトーナメント方式で行う。 
 
（11）競技日程    11 月   2日（金）  9:15～ 開会式 
     10:00～ 男女ダブルス   1回戦～5回戦まで 
                  男女シングルス  1回戦（13歳以下） 
      女子シングルス  1回戦（14歳以下） 

3 日（土）  9:00～ 男女ダブルス   準決勝～決勝まで 
      男女シングルス  1～3・4 回戦 
          4日（日）  9:00～ 男女シングルス  決勝まで 
                                     13:45～ 閉会式 
 
（12）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使用球は全ての種目において株式会社 VICTAS社の TSP CP40+3スターを使用する。 
④ゼッケンは平成 30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。 

 
（13）参加資格  ①参加者は平成 30 年度（公財）日本卓球協会選手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 17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 16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 16 年 4 月 2 日以降生まれたものであれば誰とでも組むこと
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 29 年度全日本カデットのランキング保持者または平成 30 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 29 年度全日本カデットのランキング保持者または平成 30 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 30年度全日本ホープスランキング保持者の者。 
   （13歳以下の部に）  
（エ）平成 29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。 



 

 

 
 

（14）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 

宮城（開催地）、千葉、神奈川、 

静岡 

7名 宮城（開催地）、千葉、神奈川、 

静岡 

6組 

北海道、兵庫 6名 北海道、茨城、兵庫 5組 

茨城 5名 福島、埼玉、新潟、愛知 4組 

福島、栃木、埼玉、新潟、愛知、 

岐阜、 

4名 栃木、群馬、東京、長野、岐阜、 

福岡 

3組 

群馬、東京、長野、大阪、山口、 

福岡 

3名 青森、岩手、秋田、山形、石川、 

三重、京都、大阪、岡山、山口、 

徳島、愛媛、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、奈良、和歌山、鳥取、島根、 

岡山、広島、香川、徳島、愛媛、 

高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 

宮崎、鹿児島、沖縄 

2名 

 

 

 

 

山梨、富山、福井、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、ペンホルダーもしくはカット型選手※に限る。尚、
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、カット型について 
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）カットを主戦とするプレースタイルの選手。 
③ランキングによる加算： 平成 29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
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。 

 
（15）参 加 料  シングルス 1人 3,000円 、 ダブルス 1 組 4,000 円 
 
（16）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、下記宛に申し込むこと。

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

て行うものとする。）      
        できる限り、下記２ヶ所へ E メールでもお申込ください。(メールアドレスは、申込書に記載。) 
          ［Ⅰ］ 〒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 
         ［Ⅱ］ 〒981-0943 宮城県仙台市青葉区国見 1-8-1 東北福祉大学内 
                宮城県卓球協会 
             TEL：070-1344-0946、FAX：（022）233－8364 
       なお、大会申込システムを使用の場合は、通常通りシステム内容をメールまたは郵送、FAXで送付。 
        
（17）申込締切  平成 30年 9月 18日（火）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。 

 
（18）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。 
         旅行代理店  （株）近畿日本ツーリスト東北 仙台教育旅行支店  担当 西村  

TEL：022-221-6711   FAX：022-221-6180 
 
（19）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。 

   ⑥体育館駐車場やその他の大会情報は、 
大会ホームページ（http://www.2018cadet-miyagi.com/）にて、事前に必ずご確認下さい。 

 
平成 29年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）ランキング 

13歳以下男子シングルス 13歳以下女子シングルス 
1 吉山 僚一 （埼 玉）ＴＣ中原 
2 前出 陸杜 （三 重）松生ＴＴＣ 
3 鈴木  颯 （愛 知）愛工大附属中学校 
4 徳田 幹太 （山 口）野田学園中学校 
5 飯村 悠太 （山 口）野田学園中学校 
6 田尻  要 （愛 知）愛工大附属中学校 
7 濵田 尚人 （高 知）高知大学附属小学校 
8 高橋 慶太 （京 都）田阪卓研 

1 大藤 沙月 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
2 小塩 遥菜 （福 岡）石田卓球クラブ 
3 吉井 亜紀 （岡 山）就実中学校 
4 大久保ひかり（北海道）文京台クラブ 
5 山﨑 唯愛 （島 根）明誠Ｕ１５ 
6 赤江 夏星 （兵 庫）須佐野中学校 
7 小野 立夢 （埼 玉）Ｓｈｏｃｈｉ Ｊｒ． 
8 由本 楓羽 （岡 山）ねや卓球クラブ 

14歳以下男子シングルス 14歳以下女子シングルス 
1 篠塚 大登 （愛 知）愛工大附属中学校 
2 原田 春輝 （福 岡）石田卓球クラブ 
3 濵田 一輝 （愛 知）愛工大附属中学校 
4 田原 翔太 （大 分）明豊中学校 
5 伊藤 礼博 （東 京）安田学園中学校 
6 谷垣 佑真 （愛 知）愛工大附属中学校 
7 安江 光博 （高 知）明徳義塾中・高校 
8 鈴木  笙 （大 阪）育徳クラブ 

1 菅澤柚花里 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
2 中森 帆南 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
3 伊藤 百華 （香 川）ヴィスポことひら 
4 伊東みらい （福 島）いわき卓球 
5 泉田 和抄 （埼 玉）KYOWA KIRIN T.T.S 
6 枝広  愛 （岡 山）就実中学校 
7 田村 萌夏 （愛 知）米田道場 
8 駒瀬 ゆめ （静 岡）浜松修学舎中学校 

男子ダブルス 女子ダブルス 
1  濵田 一輝 （愛 知）愛工大附属中学校 
  篠塚 大登 （愛 知）愛工大附属中学校 
2 谷垣 佑真 （愛 知）愛工大附属中学校 
   鈴木  颯 （愛 知）愛工大附属中学校 

3 三浦 裕大 （石 川）河北台中学校 
   薜  史斗 （石 川）かほくジュニア 

4 中川 泰雅 （東 京）安田学園中学校 
   伊藤 礼博 （東 京）安田学園中学校 

5 原田 春輝  （福 岡）石田卓球クラブ 
   齋藤 大耀 （福 岡）石田卓球クラブ 

6 竹谷 義信 （福 岡）石田卓球クラブ 
   道広 晴貴 （福 岡）石田卓球クラブ 

7 安江 光博  （高 知）明徳義塾中・高校 
   斉藤 秀太 （高 知）明徳義塾中・高校 

8 松島 一史  （大 分）畳和卓球 

   中村 煌和 （大 分）畳和卓球 

1  菅澤柚花里 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
  大藤 沙月 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
2 中森 帆南 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 
   萩井菜津子 （大 阪）ミキハウスＪＳＣ 

3 山﨑 唯愛 （島 根）明誠Ｕ１５ 
   直江  杏 （島 根）明誠Ｕ１５ 

4 青井さくら （高 知）明徳義塾中・高校 
   白山 亜美 （高 知）明徳義塾中・高校 

5 新井和夏葉  （神奈川）横浜隼人中学校 
   遠山 美涼 （神奈川）横浜隼人中学校 

6 村上  宝 （大 阪）昇陽中学校 
   東川 陽菜 （大 阪）昇陽中学校 

7 枝広  愛  （岡 山）就実中学校 

   吉井 亜紀 （岡 山）就実中学校 

8 泉田 和抄  （埼 玉）KYOWA KIRIN T.T.S 

   近藤  琳 （埼 玉）KYOWA KIRIN T.T.S 
 

 
平成 30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 ホープス女子 
1 松島 輝空 （京 都）木下グループ 
2 田畑 雄飛 （岡 山）Ｔ.Ｃマルカワ 
3 吉山 和希 （埼 玉）ＴＣ中原 
4 薜  大斗 （石 川）かほくジュニア 
5 菅沼 翔太 （山 形）やくわクラブ 
6 渡邊 康靖 （大 阪）貝塚スポ少 
7 木村 友哉 （岡 山）瀬戸内卓球スポーツ少年団 
8 橋本 悠嵩 （愛 知）卓伸クラブ 

1 吉田 一葉 （山 口）さくら組ジュニア 
2 面手  凛 （岡 山）Ｔ．Ｃマルカワ 
3 青木 咲智 （福 岡）石田卓球クラブ 
4 栗山 優菜 （福 岡）ＡＱクラブ 
5 岩木 仁香 （神奈川）ＭＤジュニア 
6 姚  梓旋 （愛 知）卓伸クラブ 
7 上澤 杏音 （栃 木）卓桜会栃木卓球センター 
8 本間あかり （新 潟）新発田ジュニア 

 
 

平成 30年度 全国中学校卓球大会 ランキング 
男 子 女 子 

1 谷垣 佑真 （愛 知）愛工大名電中学校 
2 濵田 一輝 （愛 知）愛工大名電中学校 
3 三浦 裕大 （石 川）河北台中学校 
4 鈴木  颯 （愛 知）愛工大名電中学校 
5 田原 翔太 （大 分）明豊中学校 
6 原田 春輝 （福 岡）中間東中学校 
7 川村 康人 （大 阪）高安中学校 
8 篠原 大樹 （静 岡）浜松修学舎中学校 

1 大藤 沙月 （大 阪）四天王寺中学校 
2 小塩 遥菜 （東 京）稲付中学校 
3 中森 帆南 （大 阪）四天王寺中学校 
4 菅澤柚花里 （大 阪）四天王寺中学校 
5 山下菜々美 （静 岡）浜松修学舎中学校 
6 赤江 夏星 （大 阪）貝塚第二中学校 
7 買手 日菜 （北海道）札幌大谷中学校 
8 泉田 和抄 （埼 玉）和光第三中学校 

 


