
表1： レーティングポイント（基本点）

※負けた選手は勝者の加点の半分のポイントが減点される。

世界ランキングシステム （2016年1月から）
※ワールドツアースーパー及びメジャーシリーズ男女シングルス予選へのボーナスポイント新設

格付け

倍率

レーティング
ポイントの差 勝者加点 敗者減点 勝者加点 敗者減点 勝者加点 敗者減点

751以上 +0 -0 +0 -0 +0 -0

501-750 +1 -1 +2 -1 +2 -1

401-500 +2 -1 +3 -2 +4 -2

301-400 +3 -2 +5 -3 +6 -3

201-300 +4 -2 +6 -3 +8 -4

151-200 +5 -3 +8 -4 +10 -5

101-150 +6 -3 +9 -5 +12 -6

51-100 +7 -4 +11 -6 +14 -7

26-50 +8 -4 +12 -6 +16 -8

1-25 +9 -5 +14 -7 +18 -9

0-24 +10 -5 +15 -8 +20 -10

25-49 +12 -6 +18 -9 +24 -12

50-99 +14 -7 +21 -11 +28 -14

100-149 +16 -8 +24 -12 +32 -16

150-199 +20 -10 +30 -15 +40 -20

200-299 +24 -12 +36 -18 +48 -24

300-399 +28 -14 +42 -21 +56 -28

400-499 +32 -16 +48 -24 +64 -32

500-749 +36 -18 +54 -27 +72 -36

750以上 +40 -20 +60 -30 +80 -40

上位の選手が
勝った場合

下位の選手が
勝った場合

 R3 R2 R1

1.00 1.50 2.00
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※団体戦､U21種目､予選大会､コンソレーション(下位トーナメント)はボーナスポイントなし。

表2： 大会格付け

大会名 レーティング ボーナス

オリンピック競技大会（予選大会を除く） B1

オリンピック競技大会 予選大会 なし

ユースオリンピック競技大会（予選大会を除く） B3

ユースオリンピック競技大会 予選大会 なし

世界選手権大会（個人） B1

世界選手権大会（団体） なし

世界ジュニア選手権大会（シングルス） B3

世界ジュニア選手権大会 （団体戦） なし

ワールドカップ（個人） B2

ワールドチームカップ なし

ITTFワールドツアー・グランドファイナル（U21種目を除く）

ITTFワールドツアー・スーパーシリーズ（U21種目を除く）

ITTFワールドツアー・メジャーシリーズ（U21種目を除く） B3

ITTFワールドツアー・チャレンジシリーズ（U21種目を除く） B4

ITTFワールドツアー U21種目 なし

ITTFワールドカデットチャレンジ

大陸選手権大会（例：アジア卓球選手権大会） B3

大陸カップ（例：アジアカップ） B3

総合競技大会（例：ユニバーシアード）

大陸ジュニア選手権大会（例：アジアジュニア選手権）

地域大会

その他の国際オープン大会

ITTFグローバルジュニアサーキット
（カデット、ファイナル大会含む）

R1

R2

R3

B2

B4

B4

B5
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※ボーナスポイントは取得後１年で消滅。
※2016年変更点。ワールドツアースーパー及びメジャーシリーズ男女シングルス予選へのボーナスポイント新設。

スーパー予選ベスト32＝9p　メジャー予選ベスト32＝6p
スーパー予選ベスト64＝6p　スーパー予選ベスト64＝4p

☆1試合ごとに勝てばレーティングポイントが増え、負ければレーティングポイントが減る。

☆ポイントの増減は、対戦者間のレーティングポイントの差によって変わる。（表1） 
　※2013年は格付けR2･R3で負けた場合の減点が軽減された。

☆レーティングポイントを持たない選手との対戦では勝ち負け共にポイントの増減は発生しない。

☆大会ごとに格付け（R1～R3、B1～B5）があり、増減するポイントが違う。（表2）

☆世界ランキングはランキングポイントが多いもの順に並べられる。

☆ランキングポイント＝（レーティングポイント）+（ボーナスポイント）ー（ペナルティポイント）

☆ボーナスポイント：大会の成績によってもらえるポイント。有効期限1年。（表3）

☆ペナルティーポイント：エントリーキャンセル締切日時までにキャンセルをしなかった選手が棄権した場合は、-25ポイントが課せら
れる。ただし、2016年オリンピック大陸予選を棄権した場合は、-75ポイントが課せられる。

☆試合をせずに棄権した場合は、通常の勝敗による減点は発生せず、棄権者に-25ポイントのペナルティが課せられる。ただし、2016
年オリンピック大陸予選を棄権した場合は、-75ポイントが課せられる。

☆試合進行中の棄権では、ペナルティポイントは発生せず通常の勝敗による加点・減点が課せられる。

☆ペナルティポイントは減点後1年で消滅する。 
　※2013年の変更点。2012年までは期限のない減点だった。

☆世界ランキングは月1回発行を原則とし、毎月始めにITTFによって発表される。 
　※世界選手権、オリンピックでは例外的に大会直後に発表されることがある。

　■世界ランキング一覧
　　http://www.ittf.com/ittf_ranking/

　■2015年世界ランキング発表予定日
　　http://www.ittf.com/ittf_calendar/calendar1.asp?s_Year=2015&Reg=info
　　 （To 欄が発表予定日）

表3： ボーナスポイント

格付け B1 B2 B3 B4 B5 格付け B1 B2 B3 B4 B5

優勝 72 54 36 18 9 ベスト16 32 24 16 8 4

２位 64 48 32 16 8 ベスト32 24 18 12 6 3

３位 56 42 28 14 7 ベスト64 16 12 8 4 2

ベスト4 48 36 24 12 6 ベスト128 8 6 4 2 1

ベスト8 40 30 20 10 5

基本
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☆既にランキングを持っている選手に対し4勝すると、勝利した最も高い選手のレーティングから10ポイント低いレーティングで世界
ランキングに登場する。

☆4勝目から遡って12か月間全ての敗戦が、通常のポイント計算に基づいて（初期レーティングから）減算される。

☆計算上の減点にかかわらず、初期レーティングの下限は200ポイントとする。

 

☆^=ワールドタイトル大会に現所属からの参加ができない選手。（参加資格を満たしていないため）

☆^^=ワールドタイトル大会および大陸大会に現所属からの参加ができない選手。（参加資格を満たしていないため）

☆グレーの網掛でランキングの数字がない選手=4か月間、記録（大会参加)がない選手。
　（８か月記録がないと世界ランキングがから姿を消すが名前が掲載されている間はシーディングの対象となる。レーティングポイントは4年間保持
され、再登場時にはそのレーティングポイントで計算される。4年以上記録がないとレーティングポイントは消滅する。）

　※2014年の変更点。世界ランキングから姿を消す期間が12か月から8か月に短縮された。また、最後に出た試合から４か月記録がないと名前はあ
るが順位が消えるようになった。

新しい選手の世界ランキングへの登場

世界ランキング中の選手名に付く記号の意味

- 4 -


