実施要項

SLOVAKIA OPEN 2016
スロバキア・オープン 2016
2016 年 5 月 10 日～15 日
ブラチスラバ、スロバキア共和国
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開催機関
スロバキア・オープンは国際卓球連盟(パラ卓球部門)の後援 と権限の下、スロバキア障がい者ス
ポーツ協会(Slovak Sports Association for the Disabled)により開催されます。
開催日と会場（到着日および出発日）
到着日
2016 年 5 月 10 日
出発日
15 日
会場：Ondrej Nepela Ice Rink (Slovnaft Arena), Odbojarov, 831 04 Bratislava

3 種目 :次の種目が行われます。
個人戦男子（クラス 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）
個人戦女子（クラス 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）
団体戦男子（クラス 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）
団体戦女子（クラス 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）
注１：エントリーの状況によって、主催者および TD が必要に応じてクラスの組み合わせを決定す
る権利を持つものとします。
注２：個人戦を実施したのち、団体戦を実施します。
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日程
到着日
練習日

5 月 10 日
5 月 10 日(15 時～19 時)
11～13 日(8 時～19 時)
14 日

（8 時～13 時）

代表者会議 5 月 10 日 21 時
開会式
競技日

5 月 11 日～14 日

閉会式及び宴会
出発日

5 月 14 日(20 時)

5 月 15 日

個人戦予定 5 月 11 日～12 日
団体戦予定 5 月 12 日～14 日
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競技規則
競技は、現行の、国際競技規則とルール、及び PTT 指示（随時改定あり）に従って実施します。 1

6 用具
以下の用具を使用します。
卓球台
Butterfly (青)
競技用 20 台
ウォームアップ
練習用 12 台
ネット
Butterfly
ボール
DHS プラボール（白）
床
タラフレックス
注： 卓球台はすべて車椅子利用可能
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資格
本大会は、2014 年 9 月 1 日から 2014-2015ITTF ハンドブック及び 2015-2016ITTF ハンドブッ
クに従い、各国の卓球協会が出場資格を認定した、適格 な選手の参加が認められます。
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組織委員会
スロバキア障がい者スポーツ協会(Slovak Sports Association for the Disabled)）
名称
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, Slovak Republic
住所
tps@sztps.sk
メール
電話
+421 2 577 897 00
FAX
+ 421 2 544 146 84
大会管理者 Jan Riapos
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種目 TD（技術代表者）
技術代表者
メール

Georgios Seliniotakis
gselinio@gmail.com

10 審判長
氏名：
メール：
11 クラスファイア
クラスファイア長は後日、発表します。クラスファイアは競技の間、オブザーバーとして監視を行いま
す。

12 クラス分け
40 ポイント競技では、事前にクラス分けが済んだ選手のみが参加可能です。
13 参加人数の割り当て
参加選手は各自の国際クラス分けカードに記載されたクラスでのみ競技できます。但し、参加選
手の不足により、自身の属するクラスが次のクラスに合併（コンバインド）することがあります。
この場合、選手は１段階上位のクラスの種目で競技を行います。
個人戦の最少出場人数は 1 クラスあたり 4 人。
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40 ポイント競技の場合、各国 1 クラスあたり最大エントリー数は 4 人とするが、主催国は 6 人 ま
でをエントリーできるものとする。
団体戦の最少エントリーのチーム数は 4 チーム(1 チームは 2～4 人で編成)。
40 ポイント競技では、各国最大エントリー数は主催国も含めて 1 クラス につき 2 チームまで可と
する。
40 ポイント競技の団体戦では、異なる国の選手でチームを編成することができるが、1 つの国 か
ら同一種目で 3 選手が出場する場合、その中のランキング 3 位の選手のみが、他国の選手 とチー
ムを組むことができる。
上記以外にチームの随行を希望する者（チームのメンバーでない場合など）は、特別料金支払い
の対象となるため、詳しくは主催者にお問い合わせください。このパッケージには制限があり、
公式ホテルの受け入れ可能人数などにより変動します。優先権は、すべての代表の公式選手団に
与えられます。
14 申込手続
各国協会から提出されたエントリー、または各国協会により承認されたエントリーのみ受け付け
ます（各国パラリンピック委員会は緊急に協会にこのエントリー制度確認のために連絡すること
を勧告）。

ファーストエントリー締切り（人数）3 割入金

2016 年 2 月 29 日
セカンドエントリー締切り（名前）７割入金

2016 年 3 月 31 日
本大会は選手数に 300 名の制限があり、残念な結果とならないよう早めのエントリーをお願いし
ます
エントリーは必ず主催者及び Georgios Seliniotakis: : gselinio@gmail.com に送付ください。
完全な参加確保のために、締め切りまでに参加確認をできなかった各国卓球協会は、参加者リス
トより除外されます。
15 競技形式
個人戦：第 1 ステージはグループ別リーグ戦とする。各グループの選手数は同数とするが、3 人未
満、6 人 以上のグループは作らず、グループあたり 4 人を優先とする。出場選手が 5 人以下のク
ラスでは、 決勝トーナメントは行わず、リーグ戦のみとする。各グループの上位 2 名がトーナメ
ント方式の第 2 ステージに進出する。
団体戦：
団体マッチ方式
2016 年パラリンピック競技大会の方式に従う。3 ゲームマッチ（ダブルス１、シングルス２）。
チーム構成は 2-3 名の選手とする。試合の順番については下記の通りとする。
1. ダブルス

2. シングル 1 (A-X)

3. シングル 2(B-Y)
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団体選手はすべて本大会に推薦された選手から選ばれる。団体マッチの前に A,B もしくは X,Y を選
ぶ権利は抽選で決定し、キャプテンがレフェリーもしくは代表に各選手の名前を記載し、指名する。
団体戦の開始前にすべての名前が推薦されていなければならない。

団体競技方式
PTT ITTF の権限の下におけるすべてのパラ TT 試合での団体競技方式は第 1 ステージはグループ方
式で、第 2 ステージは 3 位決定戦なしのトーナメント方式で行われる。

一般規則：
グループ数は、運営委員会の協力により、TD と審判で決定する。 当該種目のグループ数が、
偶数（例：2、4、8 など）でない場合、ランキングリストにより最高 ランキングのシード選手
の属するグループの勝者が第 2 ステージで 1 回戦不戦勝となる。
すべての試合は、5 ゲームマッチで実施する。
メダルはパラ TT 競技の ITTFPT の指示により授与される。
16 シード
各種目におけるシードは、抽選時点における最新の ITTF PTT ランキングリストに従って決めら
れ ます。
17 代表者会議
会議は、2016 年 5 月 11 日 21:00 に開催されます。会場は到着時に案内します。
18 組合せ抽選
組合せ抽選は、個人戦は 5 月 10 日に、団体戦は 5 月 11 日に行います。
19 ベンチ
ベンチには次の人を配置することができます。
19.1 個人戦

競技場内（フェンスの外側）にコーチ用 1 席

19.2 団体戦 コーチ用 1 席、出場選手用に 4 席までの計 5 席
19.3 他の選手や関係者はフェンス外側エリア、及び、競技エリアには入れない。医療関係者のた
めに、特別規定のエリアおよび座席エリアが用意される。
20 服装
2014 年 1 月 1 日よりすべての選手は自分の名前と 3 けたの協会コードが背面に入ったシャツを着
用するよう定められています。
21 参加費及び宿泊
PTT イベントの参加費には、宿泊、人頭料金が含まれます。
下記のとおり、参加費は、主催者にユーロで支払わなければなりません。
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一協会が参加料のみの支払いを希望する場合は一人当たり€220 ですが、主催団体が手配する送迎、
食事、宿泊は含まれません。

宿泊施設名称 (ホテル１)：Double Tree by Hilton
住所： Trnavska cesta 27/A, 831 04 Bratislava, Slovakia
E-メール： bratislava.info@hilton.com
電話： 00421 2 3234 0111
Fax： 00421 2 3234 0555
Web サイト： www.bratislava.doubletreebyhilton.com
ダブルルーム (2 名で部屋を使う場合)
一人当たり 600,00 €
延泊料金一人当たり 80,00 €
シングルルーム
一人当たり 850,00 €
延泊料金一人当たり 100,00 €
名称 (ホテル 2)： Hotel Lindner
住所：Metodova 4, 821 08 Bratislava, Slovakia
E メール： reservations.bratislava@lindnerhotels.com
電話： +421 2 3993 0000
Fax： なし
Web サイト：www.lindner.de/sk/hotel_bratislava
ダブルルーム (2 名で部屋を使う場合)
一人当たり 600,00 €
延泊料金一人当たり 80,00 €
シングルルーム
一人当たり 850,00 €
延泊料金一人当たり 100,00 €
観客およびサポーターがいる場合に、それらの人が利用できるパッケージがあるかどうかについ て、
主催者にお問い合わせください。
支払方法は下記の通りです。
口座名： Slovensky zvaz telesne postihnutych sportovcov
銀行名：Bank name: Privatbanka, a.s.
銀行所在地：Bank address: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovakia
口座番号： 141 236 9060
SWIFT コード：BSLOSK22
IBAN： SK13 8120 0000 0014 1236 9060
注記(団体名):
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支払いにかかる銀行手数料はすべて、送金者の負担とします。
22 送迎（輸送）
主催者側により、チームおよび役員について、オーストリアのウィーン空港、スロバキアのブラ
チスラバ空港への送迎をいたします。
23 義務
出場するすべての選手は、他のいかなる参加選手とも競技しなければならず、また、申込によって、
大会期間中における ITTF のアンチドーピング、アンチハラスメント、クラス分けポリシー、およ
び大会期間中の諸手続きに従うことに合意するものとします。エントリー用紙には、推薦元である
協会の責任者、およびこれらの事柄に関するチーム責任者による署名の欄があり、これら の義務
を果たす保証が与えられない限り、エントリーは受理されません。 同様に、健康、旅行、その他
の適切な保険に入っていると保証することは協会、選手、チームメ ンバーの責任です。
24 テレビ、映画、インターネットの報道条件
大会の参加に際し、すべての参加者は、すべての ITTF 規則と主催者の規定を受け入れることに合
意するものとします。参加するすべての協会、チーム、個人の選手は、テレビ、ビデオ、インタ ー
ネット、映画、写真によるあらゆる種類の報道について、ITTF とその代理人の決定すべてに従
うものとします。テレビ、インターネット、ビデオ、映画、写真による報道について、参加者は
自身の権利、また、自身の代理人またはスポンサーが有するこれらの権利を全面的に放棄するも
のとし、したがって、大会中のこれらの報道を受け入れるものとします。いかなる参加者も、要
求された場合は即座に、記者会見、メダル授与式に出席し、ITTF と主催者によって設定された手
続きに従わなければなりません。

25 キャンセル規定
キャンセル規定は以下のとおりです。
25.1 ファーストエントリー後で、セカンドエントリー前の取消し：
ファーストエントリー料金は没収される。
25.2 セカンドエントリー後の取消し： ファーストエントリー料金全額に加えて、エント
リー料金の 30%が没収される。 すなわち、全エントリー料金の 60%が没収される。
25.3 到着日の 10 日以内の取消し：
到着日前 10 日以内の取り消しについては、TD と主催者の協議により決定する。
これは、選手の大会不参加が不可抗力であることを証明できない場合に適用されます（例：
病院への入院等）。
26 ビザ
ビザ申請に補助（招待状等）が必要な場合は、主催者に以下の詳細情報を提供してください。
パスポート記載の氏名
生年月日
チーム内での役割
パスポート番号
パスポート有効期限
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注意： ビザの要件は、ITTF や主催者ではなく、開催国政府の司法制度のもとで判断されるもの
であり、協会は要件をすべて整えて必要時までにビザを取得できるようにしなければならない。
この情報を提供する際にはデータ保護法により保護対象となるデータがビ ザ取得のために共用
されることを理解し、承認するものとする。

27 補足情報
予想平均最低気温
予想平均最高気温
予想平均降水量

21℃
12℃
60 ㎥

28 添付書類
本要項と共に、下記書類を添付する。
28.1 ファーストエントリー様式
28.1.1
参加人数申込書
28.1.2
ファーストエントリー料金支払い様式
28.2 セカンドエントリー様式
28.2.1
個人戦および団体戦チームの氏名記入の申込書
28.2.2
セカンドエントリー料金支払い様式
28.2.3
部屋割リスト
28.2.4
大会補償様式（全参加者署名が必要）
28.2.5
輸送様式
この他に、ITTF PTT サイトから文書をダウンロードすることができます。
http://www.ipttc.org/calendar/index.htm
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