
平成２７年度　茨城県卓球連盟事業計画表

H27.4.18

月 日 　大　会　名 　　会　　　場 月 日 　大　　会　　名 　会　　場
2（木） 　関東レデイーススマッシュ大会予選県立武道館 5 　全国公認ﾚﾌｴﾘー上級審判研修会 東京都 ナショナルトレセン

4 11（土） 　ねんりんﾋﾟｯｸ県予選会 岩間海洋センター 4 11～12　 　日本リーグ（ビックトーナメント） 千葉県 浦安市運動公園総合体育館

18（土） 　茨城県卓球連盟総会 県立武道館会議室 26～5/3　 　世界選手権（個人戦） 中国 蘇州
３０～５/２ 　関東高校県予選会 霞ヶ浦文化体育会館

5 3（日） 　江幡杯県中学大会(男子) ひたちなか市体育館 5 13～17　 　関東春季学生一部リーグ 埼玉県 所沢市民総合体育館

4（月） 　江幡杯県中学大会（女子） ひたちなか市体育館 21 　関東レデイーススマッシュ大会 神奈川県 横浜文化体育館
4（月） 　全日本ﾎｰﾌﾟｽ以下県予選会 東海村体育館 30～31　 　東アジアホープス国内予選会 東京都 武蔵野総合体育館
5（火） 　全国ホープス団体県予選会 東海村体育館
9（土） 　公認審判員講習会（前期） 青柳会議室・研修室

13（水） 　全国ﾚﾃﾞィ－ス団体県予選会 県立武道館

16（土） 　全日本（実業団・クラブ）県予選会 見川体育館

17（日） 　国体少年選考① ひたちなか市体育館（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ）

19（火） 　全国ﾚﾃﾞｨ－ｽ個人県予選会 県立武道館

24（日） 　茨城県ゆうあいスポーツ大会 笠松運動公園体育館

6 15（月） 　関東ﾚﾃﾞィ－ス県予選会 県立武道館 6 5～7 　関東高校卓球大会 東京都 八王子市体育館

18～20 　全国総体県予選会（高校） 霞ヶ浦文化体育会館 10～14 　日本リーグ（前期） 広島県 広島市東区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

21（日） 　県民総体・国体予選会（一般） 県立武道館 18～21 　全国ラージボール大会 愛知県 ｽｶｲﾎｰﾙ豊田

28（日） 　国体少年選考② 水戸商業高校体育館（予定） 24～28 　ジヤパンオープン荻村杯 兵庫県 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸

7 4（土）予定 　常任理事会（国体選手選考他） 笠松運動公園内体協会館（予定） 7 16～19 　全日本大学総合選手権（団体） 愛媛県 愛媛武道館
5（日） 　全日本社会人・ﾏｽﾀｰｽﾞ県予選会 青柳体育館 17～20 　全日本クラブ選手権 神奈川県 相模原市総合体育館
18（土） 　県スポーツ少年団卓球大会 県立武道館 23～26 　全日本実業団選手権 千葉県 千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ

25・26（土・日） 　県総体中学（関東中学予選会） 筑西市下館総合体育館 24～26 　全日本選手権（ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞの部） 兵庫県 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸

31～8/2 　全国レデイース卓球大会 秋田県 秋田市立体育館

1（土） 　茨城県ラージボール卓球大会 取手市ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5～7 　全国教職員大会 愛知県 ｽｶｲﾎｰﾙ豊田

8 8 8～9 　全国ﾎｰﾌﾟｽ東日本ﾌﾞﾛｯｸ大会 岐阜県 岐阜メモリアルアリーナ

9～11 　関東中学校卓球大会 埼玉県 春日部市総合体育館

9～14 　全国高校選手権 滋賀県 滋賀県立体育館

15～17 　全国ホープス卓球大会 東京都 東京体育館

17～18 　国体関東ブロック大会 埼玉県 春日部市総合体育館

21～24 　全国中学校卓球大会 宮城県 ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

26～27 関東甲信越大学体育大会 茨城県 霞ヶ浦文化体育会館

26～28 　関東聾学校卓球大会 茨城県 ひたちなか市体育館

28～30 　ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｱｼﾞｱ交流大会 東京都 東京武道館

29～30 　日本ﾘｰｸﾞ日学連対抗ドリームマッチ 愛知県 名古屋市天白ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀー

9 20・21（日・月） 　全日本ジュニア県予選会 筑西市下館体育館 9 5～6 　関東ﾌﾞﾛｯｸサウンドﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ大会 茨城県 県立武道館

20（日） 　身体障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 （体育館調整中） 7～9 　関東秋季学生一部リーグ 神奈川県 川崎市とどろきアリーナ
22（火） 　全日本カデット県予選会 筑西市下館総合体育館 14～15 　関東秋季学生一部リーグ 東京都 代々木第二体育館

11～13 　関東ラージボール卓球大会 千葉県 浦安市運動公園総合体育館

12～13 　関東レデイース卓球大会 群馬県 群馬アリーナ

26～30 　国民体育大会 和歌山県 白浜町立総合体育館

10 3（土） 　県卓球選手権大会（複・混合） 日立製作所日立事業所体育館 10 10～12 　全日本社会人選手権大会 石川県 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

4（日） 　県卓球選手権大会（単） 日立製作所日立事業所体育館 16～18 　全日本選手権団体の部 岩手県 奥州市総合体育館
27・28（火・水） 　県中学生新人戦 霞ヶ浦文化体育会館 17～19 　全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ) 山口県 やまぐちﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸ

18 　JTTA北関東ブロック大会 栃木県 鹿沼総合体育館

22～25 　全日本大学対抗選手権（個人） 京都府 京都市体育館

23～25 　全日本選手権（ﾏｽﾀｰｽﾞの部） 山口県 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

24～25 　関東ホープス卓球大会（団体・個人） 栃木県 鹿沼総合体育館

11 1（日）予定 　常任理事会（国体報告他） 笠松運動公園内体協会館（予定） 11 4～8 　日本リーグ（後期） 新潟県 東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
1（日）予定 　公認審判員講習会（後期） 笠松運動公園内体協会館（予定） 15 　全国青年大会 東京都 国立青少年センター
17・18（火・水） 　県高校新人団体戦兼選抜予選会 ひたちなか市体育館 21～23 　全日本選手権（ｶﾃﾞｯﾄの部） 高知県 春日総合運動公園体育館
28・29（土・日） 　東京選手権ｼﾞｭﾆｱ県予選会 たつのこアリーナ 28～29 　全日本学生選抜 愛知県

28（土） 　全国ホープス選抜代表選考会 笠間市民体育館 　全日本選手権関東ﾌﾞﾛｯｸ予選 神奈川県

12 5（土） 　東京選手権ｶﾃﾞｯﾄの部県予選会 大宮西部体育館 12 2 　第51回関東少年卓球大会（自立支援） 茨城県 ひたちなか市体育館

19(土)20(日) 　ｶﾃﾞｯﾄ主催強化合宿＆福島交流大会 日立製作所日立事業所体育館 5～6 　日本リーグ（ﾌｱｲﾅﾙ４） 大阪府 大阪市立総合体育館
23（水） 　ＩＴＲ卓球大会（中学） 霞ヶ浦文化体育会館 25～27 　関東高校選抜大会 埼玉県 くまがやドーム

26（土） 　県ホープス以下新人戦 筑西市下館総合体育館 26 　全国ろうあ者卓球選手権大会 埼玉県 越谷市総合体育館
26（土） 　東京選手権Ｓ・Ｗ・年齢別予選会 筑西市下館総合体育館

H２８ 10（日） 　新年役員会 クリスタルパレス H２８ 11～17 　全日本選手権（一般､ｼﾞｭﾆｱの部） 東京都 東京体育館

1 30（土） 　県総合団体戦(水戸信金杯) 筑西市下館総合体育館 1

30（土） 　ニッタク杯わくわく大会 筑西市下館総合体育館

2 4～6 　高校新人戦（S・W） 霞ヶ浦文化体育会館 2 6～7 　関東会長・理事長・事務局長会議 東京都

27（土） 　県ホープス新人団体戦 笠間市民体育館 13～14 　全関東社会人選手権大会 東京都 日野市ふれあいﾎｰﾙ

3 5（土）予定 　常任理事会 笠松運動公園内体協会館（予定） 3 12～13 　関東中学選抜卓球大会 栃木県 栃木市総合体育館

16～20 　東京選手権大会 東京都 東京体育館

24～26 　全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜卓球大会 奈良県 奈良市中央体育館

26～27 　全国中学選抜大会 福岡県 北九州市立総合体育館

26～28 　全国高校選抜大会 福島県 郡山総合体育館

そ ４月２・３（木・金） 高校：4県交流大会 神奈川県・相模原市 そ

の 10月18日（日） 高校：栃木・埼玉・群馬交流会① 筑西市下館総合体育館 の

他 11月23日（月） 高校：栃木・埼玉・群馬交流会② 筑西市下館総合体育館 他

備考 笠松体育館 ２７年　８月から改修工事、年度内使用不可
県立武道館 ２７年　９月から改修工事、年度内使用不可
見川体育館 ２７年１０月から改修工事、年度内使用不可

県　　内　　大　　会 関　　東　・　全　　国　・　海　外　　大　　会


