
 

実施要項 

JUNIOR TOURNAMENT (UNDER23) FACTOR 20 

ジュニアトーナメント（U23）2017 

2017 年 2 月 26 日～3 月 1 日 

リニャーノ・サッビアドーロ、イタリア 

 

１  開催期間 

リニャーノ・マスター・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、

イタリア卓球協会により開催されます。 

 

２  開催日と会場 

2017 年  2 月 25 日 クラス分け対象者到着日 

 26 日 クラス分け 

 26 日 選手到着日 

 27 日～28 日 競技日 

 3 月 1 日 出発日 

会場：Sports Hall Ge.Tur（スポーツホール Ge.Tur） 

Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro –Ud 

 

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） 

注１：ジュニアトーナメントは 23 歳以下の選手が対象です（1994 年 1 月 1 日生まれ以

降） 

注２：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コンバインを

決定する権利をもつものとします。 

 

４  日程 

公式到着日 2 月 26 日 

クラス分け 25 日 11:00～20:00、26 日正午まで 



代表者会議 2 月 26 日 21:30 頃 

競技日 2 月 27 日～28 日の 9:00~20:30 

出発日 3 月 1 日 

 

５  競技規則 

競技は現行の国際競技規則とルール、および PTT 指示（随時改定あり）に従って実施し

ます。 

 

６  用具 

以下の用具を使用します 

卓球台 Butterfly Centrefold 25（青）競技用として 18 台 

ネット Butterfly 

ボール Xushaofa3*** NEW POLY BALLS（白） 

床 タラフレックススポーツフロア 

注１：卓球台はすべて車いす利用可能 

注２：一回に練習用の卓球台 10 台を設置予定 

 

７  資格 

この大会は、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。 

 

８  組織委員会 

名称 イタリア卓球委員会 

住所 Curva Nord- Stadio Olimpico- Foro Italico-Rome 

メール settore.paralimpico@fitet.org 

電話 +390689320161 

ファックス +39063204714 

大会ディレクター Allegra Roccato 

 

９  技術代表者 

未定 

 

１０ 審判長 

名前 Tina Crotta 

E メール crottatina@gmail.com 

 



１１ クラスファイア 

ITTFPTT が２名手配します。 

 

１２ クラス分け 

新規出場選手全員とクラス分けが必要な選手はクラス分けの会議に出席しなければなりま

せん。（2 月 25 日～26 日、到着は 25 日） 

全参加選手は、クラス分けに関係する処方箋や医療情報等をお持ちください。スポーツ用

車椅子を含む卓球に施設を使用される選手は書類を提出してもらう必要があります。 

※クラス１１の選手は必要ありません。批評や抗議は受け付けません。 

 

１３ 参加人数の割り当て 

ジュニア戦の年齢制限は 23 歳以下（1994 年 1 月 1 日以降生まれ） 

Fa20 イベントには、各団体からのクラス別申込上限は６人です。 

参加選手の不足により、自身の属するクラスがクラスコンバインドされない限り、各自の

国際ク ラス分けカードに記載されたクラス以外では競技することができません。選手数

が少ないクラス は、上位クラスにコンバインドされます。この場合、選手は１段階上位

のクラスの種目に参加で きます。 

個人戦の最小参加人数は 4 人です。 

[クラス 11 に所属する選手は自身のクラスに出場することができます] 

上記以外にチームへの随行を希望する者（チーム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人数などにより変動します。優先権は公式代表選手団

に与えられます。 

 

１４ エントリー方法 

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）。各選手は必ず、申し込み手続きに有効なパスポートを持参しな

ければなりません。これは ITTF データベースにコピーされます。 

エントリー締め切り：2017 年 1 月 21 日 

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。 

 

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。 

 

１５ 競技形式 



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。 

 

一般規則： 

グループ数は、組織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。3 位決定戦は行わない。エントリーが 5 人もしくは 

5 チームの種目では、銅メダルの授与は 1 人ま たは 1 チームとする。エントリーが 4 

人もしくは 4 チームの種目では、銅メダルは授与しない。 エントリーが 3 人もしくは 

3 チームの種目では、メダル授与は行わない。団体種目では、その種目で 1 試合でも参

加していれば、メダルが授与される。 

 

１６ シード権 

各種目におけるシード権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 2 月 26 日 21:30 頃を予定しまいます。 

 

１８ 組み合わせ抽選 

組み合わせ抽選は個人戦は 2 月 26 日に行います。抽選は代表者会議の前に行われ、会議

中にペーパーを配布します。 

 

１９ ベンチ 

ベンチには以下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 

19.3 ほかの選手や関係者はフェンス外側エリア及び競技内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及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 ケタ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 

PTT イベントの参加費には宿泊、頭割り料金が含まれます。参加費は下記の通り主催者に

ユーロで支払わなければなりません。 

 

1 人あたり€305（二人一部屋） 

エントリー時送金金額 €305 

ダブルルーム延泊 €75 

シングルルーム延泊 €100 

シングルルーム追加 €25（一泊あたり） 

※ジュニアトーナメント+マスタートーナメントの参加費は€700です。（二人一部屋） 

※到着時の現金でのお支払いは受け付けておりません。参加費は必ず事前に銀行振込して

ください。 

※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

かについては主催者にお問い合わせください。 

 

支払い方法 

主催者名 FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 

銀行名 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

口座名義 FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 

口座番号 10127 

SWIFT コード BNLIITRR 

支店住所 FORO ITALICO-SPORTELLO CONI 

IBAN IT 80D 01005 03309 000000010127 

支払い明細表記 ENTRY LIGNANO 2017 JUNIOR ＋ 国 ＋ 名前 

 

支払い時にかかる振り込み手数料はすべて送金者負担となります。 

 

２２ 公式ホテル 

選手向け公式ホテルは以下となります。 

ホテル名称 Villaggio Turistico Sportivo EFA - GETUR 

住所 viale Centrale, 29- 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) Italy 

メール lignanosabbiadoro@getur.com 

電話 +390431409511 

ファックス +390431409512 

Web サイト www.getur.com 

主催者側より提供される食事は 2 月 26 日夕食から 3 月 1 日朝食までです。朝食及び夕食



はそれぞれの建物内で、昼食は試合会場の建物の中で提供されます。 

 

２３ 送迎 

主催者側より 2 月 26 日の到着日及び 3 月 1 日の帰国日に空港-ホテル間の送迎が提供され

ます。 

空港 ベネチア（マルコポーロ空港）、トレヴィーゾ（アントニオ・カノーヴァ空港） 

鉄道 ラティザーナ駅 

バス ベネチア空港から 93 キロ 

トレヴィーソ空港から 112 キロ 

ラティザーナ駅から 17 キロ 

 

２４ 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。 

 

２５ テレビ、映画、インターネットの報道に関して 

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。 

 

２６ キャンセル規定 

キャンセル規定は以下の通りです。 

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） 

 

２７ 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 

・ビザが必要な参加者のパスポートのコピー 

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、

ビザ取得支援のために共用されることを理解し、承認するものとする。 

 

２８ 補足情報 

予想最低気温 2 度 

予想最高気温 9.5 度 

予想平均雨量 75mm 

湿度 75％ 

 

２９ 添付書類 

本要項とともに下記書類を添付する。 

28.1 エントリーフォーム 

28.1.2 支払い様式 

28.2.1 個人戦及び団体戦申込書 

28.2.3 部屋割りリスト 

28.2.4 大会補償様式（全参加者署名が必要） 

28.2.5 送迎申込書 

 

このほかに 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 


