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全農杯 2022年全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部） 実施要項 

（※コロナ禍の状況により大会要項が変更される場合がございますのでご承知おきください。） 

 

（1）名  称 全農杯 2022年全日本卓球選手権大会（ホープス･カブ･バンビの部） 

（2）期  日 2022年 7月 28日(木)～31日(日) 

（3）会  場 グリーンアリーナ神戸（神戸総合運動公園内体育館） 

   神戸市営地下鉄「西神中央」行き乗車、「総合運動公園駅」下車：徒歩 3分 

   〒654-0163 神戸市須磨区緑台  TEL（078）796－1155 

（4）主  催 公益財団法人日本卓球協会 

（5）主  管 兵庫県卓球協会、神戸市卓球協会 

（6）特別協賛 全国農業協同組合連合会（予定） 

（7）協  賛 日本生命保険相互会社（予定） 

（8）用具協賛 日本卓球株式会社 

（9）後  援 兵庫県、兵庫県教育委員会、（公財）兵庫県体育協会、神戸市、神戸市教育委員会、 

（予 定） （公財）神戸市スポーツ教育協会、（公財）神戸市公園緑化協会、兵庫県生涯スポーツ連合、 

スポーツニッポン新聞社、報知新聞社、（株）神戸新聞社 

（10）競技種目 ①ホープス男子シングルス （小学 6年生以下） 

  ②ホープス女子シングルス （小学 6生年以下） 

  ③カブ男子シングルス （小学 4年生以下） 

  ④カブ女子シングルス （小学 4年生以下） 

  ⑤バンビ男子シングルス （小学 2年生以下） 

  ⑥バンビ女子シングルス （小学 2年生以下） 

 

（11）試合方法 ①各種目とも 1ゲーム 11ポイント、3ゲームマッチで行う。 

          ただし、第 2ステージの準々決勝から 5ゲームマッチとする。 

  ②各種目とも、第１ステージは各グループ 3～4名によるリーグ戦とし、各グループ１位の者が第 2 

ステージ（決勝トーナメント）に進む。 

  ③前年度ランキング選手であっても、第 1ステージから出場するものとする。 

 

（12）競技日程 7月 28日（木） 午後 開会式、男子各種目第 1ステージ 

          29日（金）  男子各種目決勝まで 競技終了後表彰式 

          30日（土） 9:00 開始式、女子各種目第 1ステージ 

          31日（日） 9:00 女子各種目決勝まで 競技終了後表彰式・閉会式 

 

（13）競技ﾙｰﾙ ①現行の日本卓球ルールによる。 

  ②卓球台はグリーン又はブルーを使用する。卓球台の高さは、バンビのみ 66㎝を使用する。 

  ③使用球は全ての種目において日本卓球株式会社 3スタープレミアムクリーンのみを使用する。 

  ④ゼッケンは 2022年度（公財）日本卓球協会指定のものを使用すること。 

  ⑤競技用のユニフォームは（公財）日本卓球協会の公認マークがついたものとし、競技用シャツは 

明らかに異なった色のものを 2着以上持参すること。 

  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。 

 

（14）参加資格 ①参加者は 2022年度（公財）日本卓球協会選手登録者であること。 

  ②ホープスは小学 6年生以下で 2010年(平成 22年)4月 2日以降生まれたものであること。 

   カ  ブは小学 4年生以下で 2012年(平成 24年)4月 2日以降生まれたものであること。 

   バ ン ビは小学 2年生以下で 2014年(平成 26年)4月 2日以降生まれたものであること。 

  ③各都道府県代表は、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本大会は該当年齢より上の種目にも予選会に出場して代表権を得た場合参加できる。ただし 

   バンビ、カブ、ホープスのうちの 1種目にのみ出場できる。 
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⑤2021年度のランキング保持者は、割当人数以外に予選会を経ないで、次の種目に参加することが 

   できる。 

   （イ）バンビのランキング保持者で現在 2年生以下のものはバンビまたはカブ。 

   （ロ）バンビのランキング保持者で現在 3年生のものはカブ。 

   （ハ）カブのランキング保持者で現在 4年生以下のものはカブまたはホープス。 

   （ニ）カブのランキング保持者で現在 5年生のものはホープス。 

   （ホ）ホープスのランキング保持者で現在 6年生以下のものはホープス。 

   ※但し、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。 

 

（15）参 加 数 ①下表の通り 

区

分 
都 道 府 県 名 

ホープス･カブ･バンビ 

男 女 各 

1 兵庫(開催地) 、青森 8名 

2 北海道、静岡、愛知 6名 

3 秋田、山形、東京、新潟 5名 

4 埼玉、長野、岐阜、大阪、鳥取、岡山、福岡、熊本 4名 

5 岩手、福島、茨城、栃木、千葉、神奈川、富山、石川、福井、三重、島根、 

広島、山口、長崎、大分 

3名 

6 宮城、群馬、山梨、滋賀、京都、奈良、和歌山、香川、徳島、愛媛、 

高知、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄 

2名 

   区分 1：2021度小学生登録人員上位 1加盟団体と開催地 

区分 2：2021年度小学生登録人員 2～4加盟団体、 区分 3：2021年度小学生登録人員 5～8加盟団体 

区分 4：2021年度小学生登録人員 9～16加盟団体、区分 5：2021年度小学生登録人員 17～32加盟団体 

区分 6：2021年度小学生登録人員 33～47加盟団体 

  ②ランキングによる加算：2021年度本大会の各種目のランキング 8名の内に 2名以上のランキング 

者を持つ加盟団体（別紙ランキング表に太字で表示）は、当該種目に限 

り 2名につき 1名追加して申し込むことができる。 

※特別推薦枠：ペンホルダー、カット型選手枠は 2022年度から廃止。 

 

（16）参 加 料 1人 3,000円 

 

（17）申込方法   大会申込システムを使用して申し込むこと。なお、主管地には、データを本会よりメールで送ります。 

  参加料は加盟団体より①現金書留又は②振込にて、（公財）日本卓球協会宛送金のこと。 

① 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4－2 Japan Sport Olympic Square 

    （公財）日本卓球協会 宛 

    TEL：03-6721-0921 FAX：03-6721-0931 

② 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 

 

       ※送金内訳表は現金書留の場合は同封、振り込みの場合はメール、郵送、FAX などで本会へ 

送ること。      メール：jigyou@jtta.or.jp 

 

（18）申込締切 2022年 6月 13日(月)までに申込手続きを完了すること。 

  申込締切日以降は大会申込システムにアクセスできない。締切期日を厳守すること。 

 

（19）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。 

 

（20）そ の 他 ①一旦申し込まれた選手の締切後の変更は認めない。 

  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 

へ指定用紙にて連絡すること。 

  ③開会式（男子選手）、開始式（女子選手）には原則として全員参加すること。 

  ④大会期間中『フェアプレー』をした選手に対し、全種目を通して男女各１名をフェアプレー賞 

   として表彰する。但し、該当者なしとすることもある。 

  ⑤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。 

mailto:jigyou@jtta.or.jp
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  ⑥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。 

  ⑦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。 

  ⑧練習会場はありません。試合前の対戦相手との練習のみとする。 

   ⑨本大会は無観客で開催します。（許可者のみ入館できます） 

  ⑩当日試合のない選手（帯同者）は入館できません。 

⑪帯同者 

   ア．選手 1名に保護者 1名を認める。 

   イ．ア.の保護者の他、選手 1～3名までの参加チームは、指導者 1名の帯同を認める。（男女別） 

   ウ．ア.の保護者の他、選手 4名以上の参加チームは、指導者 2名の帯同を認める。（男女別） 

   エ．帯同者名簿を参加申込時に都道府県卓を通じて本会に提出すること。 

 

2021年全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）ランキング 

ホープス男子 ホープス女子 
1  川上 流星 （新 潟）新発田ジュニア 
2  月原 弘暉 （愛 媛）常盤ＨＳ 
3  郡司 景斗 （宮 崎）スマイルＴＣ 
4  伊藤 佑太 （香 川）イトウＴＴＣ 
5  中野 琥珀 （神奈川）岸田クラブ 
6  大槻  翼 （京 都）綾部 紫遊クラブ 
7  吉田  蒼 （新 潟）上越ジュニア 
8  松島 翔空 （京 都）田阪卓研 

1  香取悠珠子 （栃 木）卓桜会 
2  新谷 莉央 （福 井）フェニックス 
3  深山 稟心 （熊 本）ヒゴ鏡卓球クラブ 
4  伊藤 友杏 （東 京）羽佳卓球倶楽部 
5  栗田 寧々 （大 阪）川嶋ジュニア 
6  佐藤 希未 （埼 玉）ＴＫＯクラブ 

7  吉田 璃乃 （埼 玉）トコチル 
8  岩本 詩菜 （福 岡）石田卓球Ｎ⁺ 

カブ男子 カブ女子 
1  柴田  洸 （富 山） ＳＴライトニング 
2  大野 颯真 （鹿児島） 木下グループ 
3  木方 瑛介 （埼 玉） Ｔ．Ｔ彩たま 
4  長本 有生 （東 京） 多摩スポーツＪｒ 
5  岡村 尚弥 （岡 山） ねや卓球クラブ 
6  和泉 晴大 （京 都） ＮＥＸ’ＴＡＧＥ 
7  大野 斗真 （鹿児島） ＡＢＢＥＹ 
8  小林 右京 （愛 知） ピンテック 

1  吉岡  咲 （千 葉）マイダス 
2  石田 心美 （福 岡）石田卓球Ｎ⁺ 
3  小西 紅偉 （埼 玉）Ｇｌｏｂａｌ Ａｔｈｌｅｔｅ 
4  森  星姫 （福 岡）森卓球塾 
5  真田 晴羽 （愛 知）一友クラブ 
6  五十畑寿音 （栃 木）卓桜会 
7  武井 美桜 （群 馬）マエタク 
8  末瀬 結唯 （兵 庫）卓栄Ｋｉｄ’ｓ 

バンビ男子 バンビ女子 
1  柴田 優星 （富 山） ＳＴライトニング 
2  木原 寿馬 （兵 庫） ＡＬＬ ＳＴＡＲ 
3  芝原 圭吾 （福 岡） 荒木卓球クラブ 
4  林田 奏翔 （大 阪） フォレスタ 
5  森  千暉 （福 岡） 福岡大野城卓球アカデミー 
6  森田 大義 （京 都） 天王山 
7  中村 收杜 （兵 庫） 川西ギャラントム 
8  富田 亜惺 （愛 知） アシュラ 

1  松島 美空 （京 都）田阪卓研 
2  伊東 彩芽 （大 阪）はばたキッズ 
3  土田 莉暖 （秋 田）新山スポ少 
4  祢弥  楓 （岡 山）ねや卓球クラブ 
5  榎本 和奏 （栃 木）卓桜会 
6  岡田 結愛 （兵 庫）ＯＫＡＴＡＫＵ 
7  岡田 希愛 （兵 庫）ＯＫＡＴＡＫＵ 
8  小林 ふう （鳥 取）ＣＡＭＥＬＳ Ｊｒ 

 


