平成29年度 島根県卓球協会大会計画 （関連分含む)
2/10現在 体育館の使用については、現在検討中です。（大会日・会場等変更もあります。）
県
内
中国・全国（国際､日学連､高体連､その他含む）
月
月
大 会 名 （ 開 催 地 ）
大 会 名 （ 開 催 地 ）
日（曜・日）
日（曜・日）
(広島:広島県立総合体育館)
4月9日（日） 東アジアホープス県予選 (平田体育館)
ひろしまオープン
4
4月30日（日） 混合ダブルスラージボール大会 (斐川第一体育館)
4
全国公認レフェリー・上級公認審判員研修会
4/21（金）～23（日） 中国高校選手権大会県予選 (益田市民体育館)
4/16（日）
(東京・大阪)
4月16日（日） 県健康福祉祭兼全国予選 （平田体育館）
中国選手権県予選
5/27(土）28（日） 東アジアホープス日本代表選考会 （東京：武蔵野総合体育館） 5
(益田市民体育館)
5月21日（日）
クラブカップ選手権県予選
（島根：松江市総合体育館）
(松江市総合体育館) 6/7（水）～11（日） 日本リーグ（前期）
5月6日（土） 県中学生選手権大会
（和歌山：ビッグホエール）
6/29（木）～7/2（日） 全国ラージボール大会
5
全日本選手権ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ･
6
中国高校選手権大会
ﾊﾞﾝﾋﾞ兼全国ﾎｰﾌﾟｽ(団体)兼
（平田体育館）
6/16（金）～
18（日）
5月13日（土）
（島根：カミアリーナ）
西日本ﾎｰﾌﾟｽ(団体)県予選
6/24（土） 25（日） 中国選手権大会（一般）
（島根：カミアリーナ）
（広島：広島県立総合体育館）
5月14日(日) 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ県予選
(四絡コミセン) 7/14（金）～17(月) 全日本クラブ選手権
(松江市総合体育館) 7/28（金）～30（日） 全日本(ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞ) (兵庫：神戸市 )
6/1（木）～3（土） 県高校総体
国体県最終選考会(成年の
（愛知:スカイホール豊田）
7/20（木）～23（日） 全日本実業団選手権
部
）
（香川：高松市総合体育館）
6 6月4日（日） 全日本社会人選手権県予 (益田市民体育館)7/28(金)～30（日)全国レディース大会
選
(福島:郡山総合体育館)
全日本マスターズ選手権県予選
7/28(金)～8/2(水) 全国高校選手権大会
（島根県立体育館） 8/22（火）～25（金） 全国中学校選手権大会
(大分:べっぶアリーナ)
6月11日（日） 県身障者スポーツ大会
（千葉：浦安市運動公園総合体育館）
7/8（土） 9（日） 国体県最終選考会（少年の部） (カミアリーナ) 8月3（木～）6（日） 全国教職員大会
7 7月9日（日） 第１回理事会
8月12（土）13（日） 国体中国ﾌﾞﾛｯｸ予選
（広島：東区体育館）
(出雲)
7/24（月）25（火） 島根県中学総体
(平田体育館)
8/12（日）
中国理事長事務局長会議
(広島)
(大田市総合体育館) 8/14（月）～16（水） 全国ホープス大会
(東京：東京体育館)
8/20（日） 県高校１年生大会
8
8/26（土）27（日） 全日本選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄ)県予選 (鹿島総合体育館） 8/7（月）～8（火） 西日本ホープス
(大阪市中央体育館)
8/6（日） 県レディース卓球大会
(カミアリーナ)
（：）
東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ卓球大会
県高校選手権大会 兼 （県立浜田体育館）
9/8（金）～10（日）
全日本（ジュニア）県予選
（愛媛:宇和島市総合体育館）
9/30(土)～10/4(水) 第71回国民体育大会
9
11/18（土）～19（日） 小学生島根オープン
(秋田:横手体育館）
（カミアリーナ） 9/9(土)～11（月) 全国健康福祉祭
(松江海洋センター）
9月10日(日) 県スポレク祭
10/27（金）～29（日） 県高校新人全国選抜大会県予選 （県立浜田体育館） 10/14（土）～10/15（日） 中国地区レディース大会
(松江市総合体育館)
(新潟:上越市教育委ブラザ体育館)
10/27(金)～29(日) 全日本選手権(ﾏｽﾀｰｽﾞ)
県ﾚﾃﾞｨｰｽ西部地区大会
10
全日本選手権
一日目 （斐川町体育館） 10/13(金）～15(日) 全日本選手権（団体の部） (福井：敦賀市総合運動公園体育館 )
10/14（土）15（日）
全国聾学校卓球大会
県予選(一般)
二日目 （カミアリーナ）
（京都：京都市体育館）
第2回理事会
（未定） 11/15（水）～19（日）日本リーグ（後期）
（安来市民体育館）
11月8日（水） 出雲地区中学新人大会
西日本レディース大会
（熊本県立総合体育館)
東京・名古屋・大阪ｵｰﾌﾟﾝ (平田体育館) 11/10（金）～12（日） 全日本選手権(カデット)
11月3日（金）
(ｶﾃﾞｯﾄの部)予選会
第17回日本障害者卓球選手権大会
(平田体育館) 11/4(土)～5(日)
（大阪）
11
(岡山:岡山県総合グラウンド体育館）)
（江津市民体育館） 11/3(金)～5(日) 全日本社会人選手権
11月7日（火） 石見地区中学新人大会
(江津市民体育館) 1/15(月)～21(日) 全日本選手権(一般・ジュニア) (東京：東京体育館)
11月12日（日） 県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会
11月12日（日） 県小学生大会
(平田体育館)
中国教職員卓球選手権大会
(大田市総合体育館)
2/2（金）～4（日） 全国高校選抜大会中国予選 （浜山カミアリーナ）
12月9日（土） 県中学校選抜大会
12 12月2日（土） 全国ホープス選抜県予選 (平田体育館)
第6回中国中学選抜大会
(東京：佐々木第二体育館)
12/16（土）17（日） 島根県選手権大会
（カミアリーナ）
会長杯・ジャパントップ１２
1/4（木）5（金） 西日本高校選抜卓球大会 (松江市総合体育館) 2/27（火）～28（水） 全国レディースフエスティバル (大阪：大阪市中央体育館)
(福井:福井県営体育館）
1 1月8日（月） 出雲地区中学校１年生大会 (鹿島総合体育館) 3/25(日)～28(水) 全国高校選抜大会
（京都：島津アリーナ京都）
1/28（日） 第3回理事会
(出雲市：
) 3/23(金）～25（日） 全国中学選抜大会
（神奈川：小田原市総合文化体育館）
2/3（土） 出雲地区中学校２年生大会 (平田体育館) 3/23(金）～25（日） 全国ホープス選抜大会
石見地区中学校１･２年大会
2
日卓協評議員会
(
)
（出雲市：
） 3/3(土)～4(日) 第36回ジャパンオープン（肢体自由者卓球選手権大会）
2/24（土） 平成29年度役員総会
(大阪)
3
3/10（土） 全山陰小学生大会
(松江市)

※１：
※２：

月：審判講習会
審判講習会
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