
平成24年度 第40回関東中学校卓球大会要項

１ 目 的 関東中学校卓球大会は、中学校教育の一環として生徒に広くスポーツ実践の機会を
与え、体力・技能の向上と、スポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健康な生徒を育
成する。また、スポーツの交流を通じて各都県間の親睦を図り、生涯スポーツの基礎
つくりに寄与する。

２ 主 催 関東中学校体育連盟 東京都教育委員会 関東卓球連盟 東京都卓球連盟
３ 主 管 東京都中学校体育連盟
４ 後 援 東京都中学校長会 (公財)東京都体育協会 大田区教育委員会 読売新聞社
５ 期 日 平成２４年８月８日 (水) ～８月１０日 (金)

８月８日（水） 監督会議 午前１０時１５分
開会式 午前１１時１５分
団体戦第１ステージ(予選リーグ) 午後 １時００分

８月９日（木） 団体戦第１ステージ(予選リーグ) 午前 ９時００分
第２ステージ(決勝トーナメント) 午前１１時３０分
団体戦代表決定トーナメント 午後 ２時００分

８月10日（金） 個人戦１回戦から決勝まで 午前 ９時００分
閉会式 午後 ４時００分

６ 会 場 大田区総合体育館
所在地 〒144-0031 東京都大田区東蒲田１－１１－１
ＴＥＬ 03-5480-6688 (京急蒲田７分、京急梅屋敷４分、ＪＲ蒲田１５分)

※駐車場は来賓分しかありません。
７ 参加資格 (1) 都県中学校体育連盟の学校に在学し、当該競技要項により、関東中学校体育大会

の参加資格を得た者とする。参加をする生徒は、学齢・修業年限が一致しているこ
と。ただし、その年度の６月３０日までに、都県中学校体育連盟を通じて(公財)日
本中学校体育連盟に申し出、承認を得た生徒についてはこの限りではない。

(2) 夏季大会に限り、同一年度の参加は全競技を通じて一人１回とする。
(3) 大会参加料を納めること。（登録選手は、一人一律1,500円）
(4) 合同チームの参加は認めない。(関東中学校体育大会合同チーム参加規程による)
(5) 参加資格の特例

①学校教育法第134条の各種学校(１条校以外)に在籍し、各都県中学校体育連盟の予
選大会に参加し、関東中学校体育大会への参加資格を得た者。

②参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。
(ｱ) 関東大会への参加を認める条件

a 関東中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重する事
b 参加を希望する学校にあっては、学齢・修業年限が一致していること。また、

連携校との生徒による混成は認めない。
c 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧

問教員のもとに適切に行なわれており、運営が適切であること。
(ｲ) 関東大会に参加した場合に守るべき条件

a 関東中学校体育連盟大会要項及び規則を遵守するとともに、大会の円滑な運営
に協力すること。

b 大会参加にあっては、責任ある教員が引率するとともに、万一事故の発生に備
え、傷害保険等に加入するなど万全の事故対策を立てておくこと。

c 大会に参加する経費は、当該校が負担すること
８ 引 率 者 (1) 参加選手の監督・引率は、出場校の校長・教員とする。

(2) 監督・引率の特例
関東中学校体育大会の個人種目への生徒参加について、日常指導している顧問

が引率できず、校長がやむを得ないと判断した場合に限り「関東中学校体育大会
監督・引率細則」により、校長が引率者として承認した保護者及び外部指導者の
引率を認める。ただしその場合は、当該の校長は当該中学校体育連盟と協議し、
様式2,3,4,5をもって監督依頼をしなければならない。
※引率者としての外部指導者は、「外部指導者の規定」による

９ 種 目 「男・女団体戦」 ４単１複（登録８名）
「男・女個人戦」 シングルス

10 参加定数 ［団体戦］ 栃木３ 千葉４ 山梨３ 群馬３ 埼玉５ 神奈川４ 茨城４ 東京６
ただし、開催都県は１校増とする。（男女各３３校）

［個人戦］ 栃木11 千葉14 山梨11 群馬11 埼玉14 神奈川14 茨城11 東京18
開催県３ （男女各１０７人）
ただし、前年度全国大会出場選手は枠外とする。

11 競技規則 現行の日本卓球ルールに基づいて行う。１ゲーム11ポイント制の５ゲームスマッチ
で行い、使用球は４０㎜ホワイトボールとする。なお、ユニフォームは必ず２種類用
意すること。



12 競技方法 ［団体戦］ (1) ３校による第１ステージ（予選リーグ）を行い、１位校１１校によ
る第２ステージ（決勝トーナメント）を行う。更に、全国大会代表決
定トーナメントを行う。いずれも３点先取法で行うが、第１ステージ
に限り、勝敗が決した後の選手も３ゲームスマッチで試合を行う。

(2) 校長の承認を得た監督１名・アドバイザー１名のベンチ入りを認め
る。いずれも、ＩＤカードをつけスポーツウエアを着用すること。

［個人戦］ (1) トーナメント戦で行う。
(2) ベンチコーチとして、校長の承認を得た監督・アドバイザー（ＩＤ

カード・スポーツウエアを着用）及び当該校の生徒（スポーツウエア
を着用）のうち１名のベンチ入りを認める。ただし、試合中の変更は
認められない。

(3) 全国大会推薦出場者は、代表決定後の順位決定戦から出場する。
13 表 彰 各種目とも男女各３位まで表彰する。優勝校に優勝旗・優勝杯、優勝選手に優勝杯、

それぞれに賞状・トロフィー・メダルを授与する。また、全国大会団体戦出場校及び
個人戦出場選手には推薦状を授与する。なお、該当校及び選手は閉会式に参加するこ
と。

14 参加申込 (1) 平成２４年７月３１日（火）必着とする。各都県予選大会の日程上無理のある場
合は都県競技委員長を通じて申し出ること。

(2) 正式参加申込書は記入漏れ等を確認の上、下記宛に必ず郵送で送付すること。
(3) 各校は正式参加申込書郵送前に、大会終了後すぐにＥメールとＦＡＸで仮申込を

すること（下記大会ホームページ上から参加申込書のダウンロード及びＥメール送
信が可能）。

申込先 〒１２０－０００５ 東京都足立区綾瀬３－２３－１４
足立区立東綾瀬中学校 相原 武志 宛
ＴＥＬ ０３－３６０５－６５６５ ＦＡＸ ０３－３６０５－６５６６

Ｅメールアドレス eastayase_40th_kannchuu＠yahoo.co.jp
15 参 加 料 参加料は各都県競技委員長がまとめて納める。登録選手一人一律1,500円とし、団体

戦と個人戦両方に登録する場合も1,500円とする。
16 諸 会 議 (1) 代表者会議 平成２４年８月１日（水）午前10時15分 各都県競技委員長参加

会場 江東区立深川第七中学校 会議室(ＪＲ錦糸町10分、地下鉄住吉５分)
(2) 監督会議 平成２４年８月８日（水） 午前１０時１５分～午前１１時００分

会場 大田区総合体育館 体育室１
17 宿泊申込 別に定める宿泊要項により、参加校が直接業者に申し込む。
18 練習会場 ８月 ７日（火）午後２：００～午後５：００ サブアリーナ

午後２：００～午後５：００ メインアリーナ
８月 ８日（水）午前９：００～午前10：３０ メインアリーナ、サブアリーナ

午後１：００～午後５：００ サブアリーナ
８月 ９日（木）午前８：００～午前８：４５ メインアリーナ

午前８：００～午後５：００ サブアリーナ
８月１０日（金）午前８：００～午前８：４５ メインアリーナ

午前８：００～午後２：００ サブアリーナ
19 そ の 他 (1) 同一年度に、いずれかの都県予選に出場した選手は、他校に転校して本大会に出

場することはできない。
(2) 本大会は、全国中学校卓球大会の予選を兼ねる。
(3) 監督・選手・アドバイザーの変更は、原則として監督会議終了時までとする。な

お、変更については文書により校長の承認を得ること。
(4) 大会期間中における参加者の負傷・傷病等については応急手当のみ行い、必要に

応じて近くの病院を案内する。参加者は保険証を持参すること。なお、学校教育活
動であるので「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」の適用となる。

(5) 開会式当日は、服装（ユニフォーム、ゼッケン）を整え10時45分までにサブアリ
ーナに集合すること。主将を先頭とし以下身長の低い順に整列する。参加できるの
は登録された選手(８名まで)のみとする。なお、前年度優勝校・選手は優勝旗及び
優勝杯を、各都県大会優勝校は優勝旗を持参（優勝旗を先頭に行進）すること。

20 大会問合せ(1) 準備期間中 〒１８４－０００５ 東京都小金井市桜町２－３－１５
小金井市立小金井第一中学校 折居 克春 宛
TEL 042-383-1161 FAX 042-382-0401

(2) 大会ホームページ

http://sports.geocities.jp/tokyoctr_ttc/40th-kanto.html
◎ 参 考 平成２４年度 第４３回全国中学校卓球大会

会 場 神奈川県横浜市 横浜文化体育館
期 日 ８月２０日（月）～８月２３日（木）
全国大会参加定数（関東ブロックより）

団体戦 男女各８校 第２ステージ上位４校及び代表決定戦の上位４校
個人戦 男女各１６名 （平成９年度改正）


