
　平成３０年度行事(大会)日程表

会    場 大　　会　　名 会    場 大会名 会    場

4/5～7 金～日 第27回 日本リーグ (ビッグトーナメント) 宮城・元気フィールド仙台 4/30 月 高校春季ダブルス練習会 河北台健民体育館

4/21～22 土～日 第27回 東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会 東京・武蔵野総合体育館

5/11～13 金～日北信越大学連春季大会〔ｲﾝｶﾚ予選〕 新潟市西総合ｽﾎﾟｾﾝ

5/30～6/3 水～日 30 日本リーグ(前期) 高知・高知県立県民体育館 5/12～13 土･日 ねんりんピック 白山市若宮公園体育館

5/27 日 第18回  県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会STS

6/15～17 金～日 第58回 北信越高等学校対抗選手権 長野・ホワイトリンク 6/10 日 第26回 県民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ祭 河北台健民体育館

6/22～24 金～日 30 全日本ラージボール選手権 大分・べっぷアリーナ 5/31～6/3 木～日県高等学校総合体育大会 金沢市総合体育館

7/12～15 木～日 第87回 全日本大学総合選手権（団体の部）：インカレ 東京・墨田区総合体育館 7/15～16 日・月 第68回 県中学校卓球大会 加賀市スポーツセンター

7/14～16 土～月 第70回 中部日本選手権（一般・ジュニア） 愛知・スカイホール豊田

7/13～16 金～月 第37回 全日本クラブ選手権 三重・サオアリーナ 8/23～24 金～日北信越大学連夏大会〔全日学予選〕 富山県総合体育ｾﾝﾀｰ

7/19～22 木～日 第68回 全日本実業団選手権 鹿児島・鹿児島アリーナ 8/12 日 第70回 県民体育大会 穴水中学校

７/27～29 金～日 30 全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) 兵庫・グリーンアリーナ神戸

7/27～29 金～日 第39回 全国レディース大会 富山・富山市総合体育館 10/8 月 第45回  県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

11/8～10 木～土県高等学校新人 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8/7～8 火～木 第39回 北信越中学校 加賀市スポーツセンター 11/4 日 県勤労者秋季（硬・ラ） 七尾市中島体育館

8/3～8 金～水 第87回 全国高校選手権 愛知・スカイホール豊田 11/10～11 土・日 北信越大学秋季大会 長野県運動公園総合体育館

8/9～12 木～日 第63回 全国教職員大会 静岡・焼津市シーガルドーム 12/1 土 県中学生 新人大会　 河北台健民体育館

8/18 土 第39回 北信越国体 新潟・.長岡市市民体育館 12/ 日 第13回金沢視覚障害者ＳＴＳ館長大会

8/19 日 第73回 北信越選手権 新潟・.長岡市市民体育館 12/22～23 土・日 全国中学生卓球強化練習会 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8/14～16 火～木 第36回 全国ホープス大会 東京・八王子エスフォルタアリーナ

8／22～25 水～土 第49回 全国中学校大会 広島・広島県立総合体育館

8/25～26 土～日 第70回 中部日本選手権(カデット・ホープス・カブの部) 石川・いしかわ総合スポーツセンタ 平成31年

8/25～26 土～日 30 日本リーグ日学連対抗ドリームマッチ 長野・

2/17 日 県勤労者冬季卓球大会 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

9/1～2 土～日 第32回 全国ホープス東日本ブロック大会 千葉・千葉ポートアリーナ 2/23～24 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

9/1～2 土～日 30 日本リーグ日学連対抗ドリームマッチ 長野・ 2/23 土 第38回 県教職員　　　　　

9/15～17 金～日 第52回 全日本社会人選手権 徳島・ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎﾙ（鳴門県民体育館） 3/3 日 県勤労者冬季３人３Ｗ（硬式＆ﾗｰｼﾞ） いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

9/ 金～日 第41回 全国ろうあ者卓球卓球選手権 3/ 月 第27回石川県視覚障害者理事長ＳＴＳ大会

9/29～30 土～日 第31回 全国レディース・ブロック大会(北信越) 石川・いしかわ総合スポーツセンタ

9/29～10/3 土～水 第73回 国民体育大会卓球競技 福井・敦賀市総合運動公園体育館

10/ 土 30 ＪＴＴＬ選抜・東海・北信越ブロック大会 （講習会)

10/12～14 金～日 30 全日本選手権（団体の部） 茨城・池の川さくらアリーナ 5/27 日 上級審判講習会 大阪、東京

10/25～28 木～日 第85回 全日本学生選手権（個人の部） 兵庫・ベイコム総合体育館 6/2 土 ラージボール講習会 河北台健民

10/26～28 金～日 30 全日本選手権（マスターズの部） 静岡・エコバアリーナ 6/ 日 北信越審判講習会 金沢市総合会議室

11/2～4 金～日 30 全日本選手権（カデットの部） 宮城・仙台市体育館 北信越普及講習会 福井県

11/3～6 土～火 第31回 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 富山・魚津市総合体育館 7/8 日 県審判講習会 金沢市総合会議室

11/3～4 土～日 第73回 北信越選手権（マスターズ） 新潟・柏崎市総合体育館 8/ 土or日 県中学･高校指導者講習会 野々市中学

11/7～11 水～日 30 日本リーグ(後期) 山形・酒田市国体記念体育館 12月 県小学生講習会 小松・桜木

11/23～24 土～日 第15回 全日本学生選抜 愛知・日本ガイシスポーツプラザ 3/ 月 ＳＴＳ審判ルール研修会（クラブ員・審判委員）むつみ体育館

11/23～25 金～日 第31回 全国ラージボール大会 福島・郡山市総合体育館

11/ 土 30 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

12/1～2 土～日 第4回 北信越選手権(ホープス・カブ・バンビ) 富山県総合体育センター

12/1～2 土～日 30 日本リーグ (JTTLﾌｧｲﾅﾙ４) 群馬・高崎アリーナ

12/9 日 第33回 北信越団体選手権 富山県総合体育センター 30年度 全国レディース 富山県・富山市

12/14～16 金～日 30 北信越高校選抜卓球大会 長野・ホワイトリンク 国民体育大会 福井県・福井市

平成31年　 全国中学選抜 新潟県・新潟市

1/14～20 月～日 30 全日本選手権（一般・ジュニアの部） 大阪・大阪市中央体育館 中部日本選手権（ホープス以下） 石川県・金沢市

1/25～27 金～日 第46回 北信越高校１年生選抜卓球大会 福井・越前市総合体育館 全国レディース・ブロック大会(北信越)石川県・金沢市

31年度

2/26～27 火～水 第22回 全国レディ－ス・フェスティバル 大阪市中央体育館 北信越国体及び北信越選手権 石川県・金沢市

3/22～24 金～日 第16回 全国ホープス選抜 岐阜・岐阜メモリアルアリーナ 全日本ラージボール選手権 富山県・富山市

3/23～24 土～日 第18回 全国中学選抜 新潟・新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 全国レディース・ブロック大会(北信越)新潟県

3/25～28 月～木 第46回 全国高校選抜 福岡・北九州市立総合体育館

※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

9/16

県ジュニア選手権

　河北台健民体育館

国体 （成年の部）　県１次選考会

 平成２9年度以降開催予定の(全国･中部･北信越)大会
　河北台健民体育館

　河北台健民体育館

　白山市若宮公園体育館

全日本選手権 （マスターズの部）　県予選

第33回

第29回日

全日本選手権（カデットの部シングルス）　県予選

11/3.4 土・日

県レディース大会 （団体）

河北台健民体育館及び
河北台体育館

　白山市若宮公園体育館

大阪国際招待選手権予選（一般・ジュニア）

第71回

県ジュニア団体対抗大会

県ラージボール大会 (シングルス・ダブルス)

 金沢市浅野川体育館

金沢市浅野川体育館

　各地区

30

第29回

第73回

県レディース大会  （シングルス）

国体（成年の部）　県２次選考会

 金沢市浅野川体育館

　白山市若宮公園体育館

大阪国際招待卓球選手権・後藤杯予選（カデット・ホープス・カブ）

　金沢市浅野川体育館

　金沢市浅野川体育館

北陸電力体育館

北信越団体選手権　県予選

県レディース大会 （ダブルス）

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

全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ選手権及び全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会予選会

　河北台健民体育館

第27回

第18回

全日本選手権 (一般の部)　県予選　

第33回

第78回

第78回

第78回 県選手権大会 (一般シングルス・ダブルス)

　白山市若宮公園体育館

 ３０．４．１４

第18回 全国百万石オープン卓球大会

第73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

国体（少年の部）　県代表選考会

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4/21.22

県卓球ペア・フェスティバル

全日本実業団選手権　県予選4/29 日 金沢市浅野川体育館

　加賀市スポーツセンター

第23回

31

12/9

11/25

12/2

9/15.16

金

8/18 土

日

日

11/11

11/18

第41回

第52回

2/2.3

12/8

日

日

土

土・日

第70回

第68回

第32回

11/10 土

9/23

10/14

県ラージボール大会 （団体）

第19回

下旬

30

2/10

日

日

日

県選手権大会 (ジュニア・ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ)

3/3 日 第74回 県団体選手権大会

30

第34回 県中学生選抜新人大会〔地区別〕

土・日

日

日

日

県小学生大会（団体）

全日本社会人選手権　県予選

　河北台健民体育館全日本選手権（カデットの部ダブルス）　県予選8/10

6/10

6/17

7月

6/10 日 　金沢市中央体育館

第73回

第31回

30

全日本クラブ選手権　県予選

県小学生大会 （シングルス）

中部日本選手権　県予選

全国レディース大会 (団体・ダブルス)　県予選

　金沢市浅野川体育館5/20 日

5/27 日  金沢市浅野川体育館

5/5.6 土・日

5/20 日 　七尾総合市民体育館

第37回


