
- 1 - 

公益財団法人 日本卓球協会 2021年度 第４回理事会 報告 
 

【日時】 
 2022年 3月 19日(土)  13:00  ～ 16:20   
 
【場所】 
 東京･Japan Sport Olympic Square 14 階・岸清一メモリアルルーム 2 および Web 
 
◎決議事項 
 第１号議案 専務理事提案 （星野専務理事） 

①新型コロナウイルス感染症ガイドライン改定について    承認 
濃厚接触とされた場合の待機基準が見直されたため、本協会ガイドラインも「大会前
2週間」を「大会前日から 10日間」と置き換える。混乱を避けるために 4 月 1日付、
新年度から採用とする。 
 

②委員会委員・プロジェクトチームメンバーの変更追加について    承認 
・レディース委員会 委員  鳥崎 さとみ 氏（欠員補充） 
・組合せ委員会 委員    杉山 万智子 氏（欠員補充） 
・90･100 周年事業プロジェクト メンバー 上島 慶 氏（退任補充） 
・90･100 周年事業プロジェクト メンバー 立石 イオタ 良二 氏（退任補充） 
 90･100 周年事業プロジェクトメンバーの任期は 4月 1日から残りの任期とする。 
 

③事務局給与規定・就業規則改訂について    承認 
2022年 4 月より新給与体系を導入し、必要な改定案は 6月の理事会で提案を行う。 

 
④2022年度事業計画について    承認 

 
⑤参与の推薦について    承認 
竹内 敏子 氏 2002 年 6月～2016年 6 月本協会理事、常務理事 

（(一社)日本学生卓球連盟参与） 
第２号議案 財務部提案 （安西常務理事） 

①2021年度第四時次補正予算について    承認 
2021年度第四次補正予算は、経常収益合計 1,033,009 千円、経常費用合計 1,069,359
千円、当期経常増減額は、▲36,350 千円の赤字となり、内訳は公益目的事業会計▲
65,316円・法人会計 28,966 千円で、三次補正予算▲100,784千円から、64,434千円
の赤字減額となった。 

 
②2022年度予算案について    承認 

2022年度当初予算(案)は、経常収益は 1,158,995 千円であり、2021 年度の約 96％、
経常費用は1,243,246千円であり、2021年度の約95％で、当期経常増減額は、▲84,251
千円の予算となっている。2022年度は、資金調達及び設備投資の見込みはない。 

 
 第３号議案 事業部提案 （金﨑常務理事） 

①2022年度全国大会開催地・日程（案）について    承認 
1.全国大会開催地・日程について 
2.全国レディースブロック大会について 

 
②2022年度大会要項（案）について    承認 

1.2022年度大会計画一覧表および大会要項(案)について 
2.全国レディース大会について 
 

③2023年度大会要項（案）について    承認 
1)全日本ラージボール卓球選手権大会と全国ラージボール卓球大会の参加枠割り当
て方法変更と参加枠減について 

 
 第４号議案 総務部提案 （加藤常務理事） 

①役員賠償責任保険継続加入について    承認 
 

第５号議案 強化部提案 （宮﨑常務理事） 
①2022 年 4月からの強化スタッフについて    承認 
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期間：2022年 4 月 1日〜2023年 3 月 31 日 
・JNT男子監督 日高 達也 氏（日本卓球協会）現 NT/JNT/HNT コーチ 
・HNT男子監督 松下 雄二 氏（城山ひのくに Jr.）現職 
・JNT女子監督 丸川 真一 氏（T.Cマルカワ）現 HNTコーチ 
・HNT女子監督 木原 翔貴 氏（ALLSTAR）現 HNTコーチ 
・EA  総監督   馬場 美香 氏（個人）※昨年までナショナルチーム女子監督 
 

②2023年ロード toパリ開催地募集について    承認 
 
③アンチ・ドーピング規程改訂について    承認 

2021 年 1 月に世界アンチ・ドーピング規程及び日本アンチ・ドーピング規程の改定
に伴い、本協会のアンチ・ドーピング規程も日本アンチ・ドーピング規程 2021年度
版に準拠した内容へ更新する。 
2022年 3 月 19 日一部改定、2022 年 3 月 19日から施行。 
 

 第６号議案 ルール・審判部提案 （蓑島常務理事） 
①国際卓球連盟ルール改定に伴う日本卓球ルール改定（案）について    承認 

2022年(令和 4 年)1月 1 日の国際卓球連盟のルール改定を受け、国内ルールの改定と
文言修正である。 
公布年月日：2022 年（令和 4年）4月 1 日   改定年月日：2022 年 4 月 1日 
なお、テーブルテニスレビュー(TTR)ビデオ判定は「できる条項」であり、今後、細
則や具体的なルールを検討し提案を行う。 
 

②公認審判員表彰について    承認 
被表彰者選定基準に合致した次の 31名を推薦し、表彰状を授与しこれを表彰する。
［基本規程 第 109条 3)号］ 
・鳥塚キヌ子 氏(秋田県) ・白川 誠之 氏(東京都) ・川上みな子 氏(東京都) 
・武藤 弘佳 氏(東京都) ・横尾 文代 氏(東京都) ・長井 渉 氏(神奈川県) 
・柏木 眞子 氏(神奈川県) ・牧野 恭昌 氏(山梨県) ・松生 幸一 氏(三重県) 
・中村良一郎 氏(大阪府) ・池田 章子 氏(大阪府) ・森田 静江 氏(大阪府) 
・伊庭 洋子 氏(大阪府) ・橋本幸次郎 氏(大阪府) ・大藪 信夫 氏(大阪府) 
・佐野 俊雄 氏(大阪府) ・五安 和江 氏(大阪府) ・滝口ちづ子 氏(大阪府) 
・東島 雅恵 氏(大阪府) ・延谷 竹昭 氏(大阪府) ・源内真理子 氏(大阪府) 
・松村 隆子 氏(大阪府) ・土屋 茂治 氏(大阪府) ・舛井ゆり子 氏(大阪府) 
・中川千恵子 氏(大阪府) ・出谷 匡子 氏(大阪府) ・柴田 泰明 氏(大阪府) 
・野崎 保夫 氏(香川県) ・土居 英之 氏(香川県) ・岡本伸一郎 氏(香川県) 
・松岡美知子 氏(香川県) 
 

 第７号議案 普及部提案 （水島常務理事） 
①ラージボール卓球ルール改定について    承認 
第 2章第 5条および第 3 章第 18 条 7のラケット・ラバーの色を、日本卓球ルールと
同様の表記とする。 
第 3章第 18条 7と第 18 条 12が重複していため、第 3章第 18条 12を削除する。 
公布年月日：2022 年（令和 4年）4月 1 日   改定年月日：2022 年 4 月 1日 
 

◎報告事項 
 １．専務理事報告 （星野専務理事） 

①スポーツ団体ガバナンスコード対応の役員改選に関する中間報告 
②アクションプラン進捗状況について 
4-1   デジタルの最大活用（星野専務理事） 
その他  90周年記念事業（加藤常務理事） 

③秩父宮記念スポーツ医・科学奨励賞について 
④叙勲申請の進捗状況について 
⑤2022年度大会派遣役員について 
⑥デフリンピック派遣費用補助申請について 
⑦加盟団体代表者会議からの課題について 
1)法人化にかかる相談窓口について 
加盟 54 団体へのアンケート結果からヘルプデスク的な相談窓口でなく、都度事務
局に問合せいただき、専門家に確認、回答する形態とする。2 年毎の法人手続き
も課題とする。 

2)公認球について 
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当面の策として、大会要項冊子 Ⅷ 全国大会主管ﾏﾆｭｱﾙに対応法を明記する。 
⑧加盟分担金について 
収入･支出状況から、変更は時間をかけ様々な角度から引き続き検討を続ける。 

⑨役員候補者の選考等に関する規程の施行日について 
評議員から施行日について確認があったが、現状のままで問題は無い。 

⑩2022年全日本選手権大会（一般・ジュニアの部）報告 
⑪WTTの日本開催について 
ITTFの国際大会運営方法で変わった点を整理し、本協会内で最初に協力方法等を十
分議論する。 

⑫2021年度 ミズノ スポーツメントール賞の受賞について 
ゴールド 倉嶋 洋介 氏（元男子 NT監督／木下グループ卓球部監督） 

 
 ２．強化部報告 （宮﨑常務理事） 

①卓球台配布計画について 
②スポーツ医・科学委員会研究成果報告（吉田理事） 
③世界卓球選手権大会・ワールドユニバーシティゲームズ日本代表選手報告 
・2022世界卓球選手権成都大会（団体戦）日本代表選手 
【男子】 
1.戸上 隼輔 選手（明治大学）  WR73 
2.張本 智和 選手（木下グループ）WR4  ＊選考会 1位 
3.及川 瑞基 選手（木下グループ）WR83  ＊選考会 2位 
4.横谷  晟 選手（愛知工業大学）WR415 ＊選考会 3位 
5.丹羽 孝希 選手（スヴェンソン）WR23 ＊選考会 4位 
【女子】 
1.伊藤 美誠 選手（スターツ）WR3 
2.早田 ひな 選手（日本生命）WR6    ＊選考会 1位 
3.長﨑 美柚 選手（日本生命）WR65    ＊選考会 2位 
4.木原 美悠 選手（JOC ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ/星槎）WR51 ＊選考会 3位 
5.佐藤  瞳 選手（ミキハウス）WR22   ＊選考会 4位 
・FISUワールドユニバーシティゲームズ(2022/成都)推薦選手 (JOCへ推薦する） 
【男子】 
1.田中 佑汰 選手（愛知工業大学） 
2.小野寺翔平選手（中央大学） 
3.横谷  晟 選手（愛知工業）大学） 
4.野田 颯太 選手（専修大学 
5.月舘 俊介 選手（専修大学） 
6.予備登録選手 遠藤 碧人 選手（専修大学）／中橋 敬人 選手（駒澤大学） 
【女子】 
1.黒野 葵衣 選手（早稲田大学） 
2.笹尾明日香選手（早稲田大学） 
3.松岡 優香 選手（東京富士大学） 
4.田村 美佳 選手（立命館大学） 
5.山本 真由 選手（同志社大学） 
6.予備登録選手 阿部 里歩 選手（國學院大学）／木村 香純 選手（専修大学） 

④2024年パリオリンピック選考ポイント上位 8 名について 
⑤ハイパフォーマンスディレクター(パラリンピック卓球競技)就任について 

 
  ３．事務局より （事務局長） 

①事務局報告 
(1)今後の会議等予定 
(2)事務局員動向 

 
  ４．その他 

①執行代表者会委員の連絡会議開催の要望（佐藤(重)理事） 
現在ブロック理事連絡会議を開催しているが、執行代表者会のブロック連絡会議に
シフトしていただきたい。 

②加盟団体分担金の今後の検討について要望（佐藤(重)理事） 
ブロック内各加盟団体へ説明するためにも、執行代表者会にはある程度のたたき台
としての資料をお示しいただきたい。 

 
 以上 


