
令和 ３ 年度　茨城県卓球連盟事業計画表

月 日 　大　会　名 　　会　　　場 月 日 　大　　会　　名
4 3 　ラージボール部総会 土浦市ふれあいセンターながみね 4 21～25 　日本リーグ（ビックトーナメント） 宮崎県 宮崎県体育館

8 　高体連卓球専門部総会 リリーアリーナMITO

15 　レディース部会総会 県武道館会議室
24 　全日本ﾎｰﾌﾟｽ以下県予選会 アダストリアみとアリーナ

5 3 　ねんりんピック岐阜県予選会 たつのこアリーナ 5 2～3 　関東学生新人戦 埼玉県 スカイホール座間
3 　江幡杯県中学大会（男子） ひたちなか市総合体育館 19 　関東レデイーススマッシュ大会 神奈川県 横浜武道館
4 　江幡杯県中学大会(女子) 　　　　　　　〃 19～20 　関東春季学生１部リーグ 東京都 港区スポーツセンター

4～6   関東高校県予選会 神栖防災アリーナ 24 　インカレ・関東予選会 埼玉県 所沢市民体育館
15 　全日本（実業団・クラブ）県予選会 リリーアリーナＭＩＴＯ
15 　カデット部総会 笠間公民館
22 　全国ホープス団体県予選会 東海村総合体育館
23 　茨城県障害者スポーツ大会 笠松運動公園体育館
27 　全国ﾚﾃﾞィ－ス団体県予選会 県武道館大道場
30 　県民総体・国体予選会 県武道館大道場

6 3 　全国ﾚﾃﾞｨ－ｽ個人県予選会 県武道館大道場 6 4～6 　関東高校卓球大会 茨城県 神栖市かみす防災アリーナ

9 　関東ブロックﾚﾃﾞィ－ス県予選会 県武道館大道場 12 　関東学生春季リーグ入れ替え戦 埼玉県 新座市民総合体育館

12 　全日本社会人・マスターズ県予選会 水戸市総合運動公園体育館 20～22 　関東学生選手権 神奈川県 横浜武道館

17～19 　全国高校総体県予選会 霞ヶ浦文化体育館 23～27 　日本リーグ（前期） 千葉県 浦安市総合体育館

7 上旬予定 　第１回常任理事会 7 1～4 　全日本大学総合選手権（団体） 京都府 京都府立体育館
3 　県スポーツ少年団卓球大会 笠松運動公園体育館 23～25   全日本選手権（ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞの部） 兵庫県 グリーンアリーナ神戸

23・24 　県中学総体（関東中学予選会） 下館総合体育館 24～8/6 　オリンピック競技大会（卓球競技） 東京都 東京体育館
30～8/1 　全国ホープス東日本ブロック大会 茨城県 ひたちなか市総合運動公園体育館

30～8/2 　全国教職員大会 福島県 郡山総合体育館

8 ９ 　第４回全日本ラージ県予選会 リリーアリーナＭＩＴＯ 8 ７～9 　関東中学校卓球大会 東京都 駒沢体育館
12～17 　全国高校選手権 富山県 富山市総合体育館

16～18 　全国ホープス卓球大会 京都府 京都府立体育館
18～29 　ユニバーシアード競技大会 中国 成都
23～26 　全国中学校卓球大会 栃木県 栃木県総合運動公園メインアリーナ

25～9/3 　パラリンピック競技大会（卓球競技） 東京都 東京体育館
28～29 　国体関東ブロック大会 栃木県 鹿沼総合体育館

9 4 　全日本カデット県予選会 下館総合体育館 9 2～4 　関東秋季学生１・２部リーグ 埼玉県 所沢市民体育館
25・26 　全日本ジュニア県予選会 下館総合体育館 2～5 　全日本実業団選手権 山形県 山形県総合運動公園体育館

7～8 　関東秋季学生１部リーグ 東京都 港区スポーツセンター
17～19 　全国レデイース大会 大阪府 丸善インテックアリーナ大阪
23～26 　全日本クラブ卓球選手権大会 滋賀県 ＹＭＩＴアリーナ

10 9 　Nittakuわくわくラージボール大会 水戸市総合運動公園体育館 10 1～4 　国民体育大会 三重県 三重県営サンアリーナ
9 　茨城県ラージボール卓球大会 　　　〃 2～3 　関東ブロックレディース卓球大会 山梨県 小瀬スポーツ公園体育館
23 　県卓球選手権兼全日本予選会（複） 日立体育館 9 　関東学生秋季リーグ入れ替え戦 埼玉県 新座市民総合体育館
24 　　　　〃　　　　　　　　　　　　（単） 　　　〃 9～11 　全日本選手権（マスターズの部） 福島県 郡山総合体育館

26・27 　県中学新人戦 霞ヶ浦文化体育館 15～17 　全日本選手権団体の部 栃木県 鹿沼総合体育館
15～17 　パスウェイＵ10．Ｕ15関東ブロック合宿 群馬県 沼田市民体育館
22～24 　全国障害者スポーツ大会 三重県 三重県営サンアリーナ
29～31 　全日本選手権（ｶﾃﾞｯﾄの部） 愛知県 豊田市総合体育館
28～31 　全日本大学総合選手権（個人） 埼玉県 所沢市民体育館

30～11/2 　全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ) 岐阜県 東美濃ふれあいセンター

11 上旬予定 　第２回常任理事会　 11 3 　全日本選手権関東ブロック予選会 千葉県 旭市総合体育館

6 　全国ホープス選抜代表選考会 笠間市民体育館 5～7 　全日本社会人選手権大会 山梨県 緑が丘スポーツ公園体育館

13・14 　県高校新人団体戦兼選抜予選会 池の川さくらアリーナ 10～14 　日本リーグ（後期） 埼玉県 さいたま市記念総合体育館

23 　東京選手権ｶﾃﾞｯﾄの部県予選会 下館総合体育館 18～20 　関東ラージボール卓球大会 埼玉県 春日部市民体育館

27～28 　全日本学生選抜選手権

12 4 　県ホープス新人戦（個人） 東海村総合体育館 12 4～5 　日本リーグ（ﾌｱｲﾅﾙ４） 長野県 ことぶきアリーナ千曲

4 　東京選手権ｼﾞｭﾆｱ県予選会 下館総合体育館 11 　日本ﾘｰｸﾞ（JTTL）選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会 神奈川県 秩父宮記念体育館

11                 〃 たつのこアリーナ 25～27 　関東高校選抜大会 山梨県 小瀬スポーツ公園体育館

11 　ｶﾃﾞｯﾄ部主催強化合宿＆福島交流大会 日立体育館

18 　東京選手権（単・複・年齢別）県予選会 水戸市総合運動公園体育館
19 　ＩＴＲ卓球大会（中学） 下館総合体育館

Ｒ４/1 9 　新年役員会 クリスタルパレス Ｒ４/1 24～30 　全日本選手権（一般､ｼﾞｭﾆｱの部） 東京都 東京体育館

16 　みとしん杯県総合団体戦 日立体育館 28～30 　東アジアホープス日本代表選考会 東京都 八王子エスフォルタアリーナ

29～30 　関東卓連会長・理事長・事務局長会議 埼玉県

2 2～4 　県高校新人戦（単・複） リリーアリーナＭＩＴＯ 2 4～6 　全国ホープス・カブ選手+指導者研修合宿 茨城県 日立市池の川さくらアリーナ

5～6   関東ホープス卓球大会（団体・個人） 群馬県 桐生市民体育館
8～9 　全国レディース・フェステバル 大阪府 丸善インテックアリーナ大阪

11～13 　全日本ラージボール選手権大会 茨城県 アダストリアみとアリーナ

12～13 　全関東社会人選手権大会 埼玉県 上尾運動公園体育館

3 5 　第５回全日本・全国ラージ県予選会　取手市グリーンスポーツセンター 3 4～6 　全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜卓球大会 広島県 広島県立総合体育館

上旬予定 　第３回常任理事会 15～20 　東京卓球選手権大会 東京都 東京体育館

12 　県ホープス新人団体戦 笠間市民体育館 18～21 　全国高校選抜大会 栃木県 栃木県総合運動公園メインアリーナ

20 　令和４年度茨城県卓球連盟総会 リリーアリーナＭＩＴＯ会議室 20～21 　関東中学選抜卓球大会 栃木県 栃木市総合体育館

26～27 　全国中学選抜大会 愛媛県 愛媛県立武道館
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