
　平成29年度行事(大会)日程表

会    場 大　　会　　名 会    場 大会名 会    場

4/8.9 日 第26回 日本リーグ (ビッグトーナメント) 茨城・日立市池の川さくらアリーナ ４/３０ 日 石川県高体連練習会 河北台健民体育館

4/20～4/23 木～日 ５/12～14 金～日 北信越大学連春季大会〔ｲﾝｶﾚ予選〕

５/13～14 土･日 ねんりんピック 白山市若宮公園体育館

５/２８ 日 第17回  県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会STS いしかわ総合(ｻﾌﾞ)

5/27～28 土～日 第26回東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会 東京・エスフォルタアリーナ八王子 ６/２５ 日 第25回 県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭 　白山市若宮公園体育館

６/１～４ 木～日 県高等学校総合体育大会 七尾総合市民体育館

6/7～11 水～日 29 日本リーグ(前期) 島根・松江市総合体育館 ７/１５～１６ 土・日 第6７回 県中学校卓球大会 七尾総合市民体育館

6/29～7/2 木～日 第30回 全国ラージボール大会 和歌山・ビックホエール/ビッグウェーブ

6/17～18 土～日 第57回 北信越高等学校対抗選手権 新潟・亀田総合体育館 8/4～6 金～日 北信越大学連夏大会〔全日学予選〕

8/6 日 第69回 県民体育大会 金沢市中央体育館

7/6～9 木～日 第86回 全日本大学総合選手権（団体の部）：インカレ 北海道・北海道立総合体育センター

７/14～17 金～月 第36回 全日本クラブ選手権 広島・広島県立総合体育館

７/15～17 土～月 第69回 中部日本選手権（一般・ジュニア） 長野・松本市総合体育館

7/20～23 木～日 第67回 全日本実業団選手権 愛知・スカイホール豊田 １１/９～１１ 木～土 県高等学校新人 小松総合体育館

７/28～30 金～日 29 全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) グリーンアリーナ神戸 11/12 日 県勤労者秋季（硬・ラ） 七尾市中島体育館

７/28～30 金～日 第40回 全国レディース大会 香川・高松市総合体育館 1０/2１ 土 第44回  県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 いしかわ総合(ｻﾌﾞ)

7/28～8/2 金～水 第86回 全国高校選手権 福島・郡山総合体育館 １２/２ 土 県中学生 新人大会　 河北台健民

8/3～6 木～日 第62回 全国教職員大会 千葉・浦安市運動公園総合体育館

8/3～4 木～金 第38回 北信越中学校 長野・松本市信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ 12/16～17 土・日 全国中学生卓球強化練習会 いしかわ総(メイン･ｻﾌ)

8/12 土 第38回 北信越国体 福井・勝山市体育館又は美浜町総合体育館

8/13 日 第72回 北信越選手権 福井・勝山市体育館又は美浜町総合体育館 平成３０年
8/14～16 月～水 第35回 全国ホープス大会 東京・東京体育館 ２/２４～２５ 土・日 県中学生 選抜強化練習会 医王山ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8／22～25 火～金 第48回 全国中学校大会 大分・べっぷアリーナ 2/18 日 県勤労者冬季（硬・ラ） いしかわ総合(サブ)

8/26～27 土～日 第68回 中部日本選手権(カデット・ホープス・カブの部) 愛知・岡崎市中央総合体育館 2/25 日 県勤労者冬季３人３Ｗ（ラージ） 金沢市中央体育館

8/26～27 土～日 29 日本リーグ日学連対抗ドリームマッチ 京都・福知山総合体育館 2/17 土 第37回 県教職員　　　　　 金沢市浅野川

9/9～10 土～日 第31回 全国ホープス・ブロック大会(東日本ホープス) いしかわ総合スポーツセンター ３/３～４ 土・日 北信越中学強化練習会 川北syﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

9/9～11 土～月 第30回 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 秋田・横手体育館 ３/１８ 日 県勤労者冬季３人３Ｗ（硬式） いしかわ総合(サブ)

9/30～10/1 土～日 第29回 全国レディース・ブロック大会(北信越) 富山・富山県総合体育センター ３/18 日 県勤労者冬季３人３Ｗ（ラージ） いしかわ総合(サブ)

9/30～10/4 土～水 第72回 国民体育大会卓球競技 愛媛・宇和島市総合体育館

9/ 第40回 全国ろうあ者卓球卓球選手権 （講習会)
10/13～15 金～日 29 全日本選手権（団体の部） 福井・敦賀市総合運動公園体育館 4/16 日 上級審判講習会 大阪、東京

10/27～29 金～日 29 全日本選手権（マスターズの部） 新潟・リージョンプラザ上越/上越市教育ﾌﾟﾗｻﾞ体育館 ６/３ 土 ラージボール講習会 河北台健民

10/26～29 木～日 第84回 全日本学生選手権（個人の部） 埼玉・所沢市民体育館 未定 日 北信越審判講習会 福井県

11/3～5 金～日 第51回 全日本社会人選手権 岡山・ジップアリーナ ６/１0 土 県審判講習会 金沢市総合会議室

11/10～12 金～日 29 全日本選手権（カデットの部） 熊本・熊本県立総合体育館 土or日 県中学･高校指導者講習会 野々市中学

11/15～19 水～日 29 日本リーグ(後期) 京都・ハンナリーズアリーナ 県小学生講習会 七尾・城山

11/18～19 土～日 第72回 北信越選手権（マスターズ） 福井・福井県営体育館 11/26 県小学生講習会 小松・桜木

11/25～26 土～日 第14回 全日本学生選抜 大阪・なみはやドーム

12/2 土 29 日本リーグ (JTTL選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会) 東京・江東区スポーツ会館

12/2～3 土～日 第3回 北信越選手権(ホープス・カブ・バンビ) 富山・富山県総合体育センター

12/9～10 土～日 29 日本リーグ (JTTLﾌｧｲﾅﾙ４) 沖縄・那覇市民体育館 30年度 全国レディース 富山県・富山市

12/10 日 第32回 北信越団体選手権 富山県総合体育センター 　 国民体育大会 福井県・福井市

12/16～17 土～日 29 北信越高校選抜卓球大会 新潟・長岡市民体育館 中部日本選手権（一般･ジュニア） 愛知県

中部日本選手権（カデット以下) 石川県・金沢市

平成30年　 北信越国体・選手権及び北信越マスターズ新潟県

1/15～21 月～日 29 全日本選手権（一般・ジュニアの部） 東京体育館 北信越レディース 石川県・金沢市

1/26～28 土～日 第45回 北信越高校１年生選抜卓球大会 長野・長野運動公園体育館

2/27～28 火～水 第20回 全国レディースフェスティバル 大阪市中央体育館 31年度 全国ラージボール大会 富山県・富山市

3/23～25 金～日 第15回 全国ホープス選抜 神奈川・小田原市総合文化体育館 中部日本選手権（一般･ジュニア） 福井県

3/23～25 金～日 第19回 全国中学選抜 京都・島津アリーナ京都 中部日本選手権（カデット以下) 三重県

平30年 3/25～28 日～水 第45回 全国高校選抜 福井・福井県営体育館 北信越国体・選手権及び北信越マスターズ石川県・金沢市

2／3.4 北信越レディース 新潟県

※期日網掛けの大会は、期日場所とも未定のため、昨年に倣ったものを仮に記載

10/7.8 土・日 29 全日本選手権 (一般の部)　県予選 小松総合体育館

日

全日本選手権（カデットの部ダブルス）　県予選

　白山市若宮公園体育館

金沢市中央体育館

　金沢市浅野川体育館

県レディース大会 （ダブルス）

第26回

日

29

日・月

第32回

第30回

第28回

第72回 国体（成年の部）　県２次選考会

県小学生大会（団体）

県ジュニア選手権

　各地区県中学生選抜新人大会〔地区別〕

県ラージボール大会 (シングルス・ダブルス)

　河北台健民体育館

金沢市浅野川体育館

第70回

第18回

日4/30 金沢市浅野川体育館

5/14 日 　七尾総合市民体育館

6/11

日

第51回

 金沢市浅野川体育館

第36回 全日本クラブ選手権　県予選

県レディース大会  （シングルス）

29

第67回

全日本選手権 （マスターズの部）　県予選

7/末

第17回 全国百万石オープン卓球大会

第31回

県　　卓　　連　　主　　催 全国・東日本・中部・北信越 大学・高体連・中体連・その他

県小学生大会 （シングルス）

月 日 (曜)

石川県卓球連盟　

月日 (曜)

 　いしかわ総合スポーツセンター

月 日 (曜) 大　　　会　　　名

土・日4/22.23

国体（少年の部）　県代表選考会 　河北台健民体育館

東アジアホープス大会　県代表選考会

県卓球ペア・フェスティバル

土・日5/6.7

河北台健民体育館及び河北
台体育館3/4

日

日 第73回

12/10

　河北台健民体育館

県団体選手権大会

第32回 県ジュニア団体対抗大会

12/9

日

日

土 県選手権大会 (ジュニア・ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ)

土・日

11/26

12/3

第17回

第77回

5/21 日

中部日本選手権　県予選

8/18

6/11

金

6/18

水

5/28 日

日

第72回

9/3

全日本選手権（カデットの部シングルス）　県予選

　河北台健民体育館

全日本実業団選手権　県予選

 平成29年度以降開催予定の(全国･中部･北信越)大会

日

10/15

10/22

　

8/9

国体 （成年の部）　県１次選考会

全日本社会人選手権　県予選

　金沢市浅野川体育館第31回

第28回

北信越団体選手権　県予選

日

日

9/24 日

9/17.18

9/17

白山市若宮公園体育館

金沢市中央体育館

東京・港区スポーツセンター/グランド
プリンスホテル新高輪

40周年記念2017日本卓球リーグ選手権大会

第26回

第40回

県レディース大会 （団体）

金沢市中央体育館

金沢市浅野川体育館

金沢市浅野川体育館

第33回

第22回

いしかわ総合スポーツセン
ターサブ

全国レディース大会 (団体・ダブルス)　県予選

第69回

第72回

第77回

第77回 県選手権大会 (一般シングルス・ダブルス)

29

全国ラージボール卓球選手権大会（県予選）

県ラージボール大会 （団体）

県選手権大会 (混合ﾀﾞ・年代別・カデット)

　河北台健民体育館


