
月 日 曜日 大会名 会場 主管 申込み期間
2022年度　山梨県卓球協会総会 未定 協会

17 日 第77回　国体選手選考会 緑が丘（小） 強化部 ～4/10
27 水 レディース底辺拡大講習会① 小瀬（小） レディース
29 金 ラージボール強化練習会 小瀬（小） ラージ

7～8 土～日 春季中学卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連 ～4/20
7 土 ラージボール卓球リーグ春季大会 小瀬（小） ラージ ～4/23

11～１2 水～木 山梨県高校総体兼関東高校卓球大会県予選（T) 緑が丘（11大,12小） 高体連
14～15 土～日 第71回　関東高校卓球大会山梨県予選（S・D) 緑が丘（大） 高体連

15 日 第41回　山梨県レディース卓球大会兼関東予選（T)、ラージボール（T) 小瀬（小） レディース ～4/17
21 土 全国レディース大会県予選（S) 緑が丘（小） レディース ～5/15
22 日 全日本卓球選手権大会県予選（ホープス・カブ・バンビ） 緑が丘（小） ホープス 4/１～4/22
28 土 山梨県新人卓球大会 緑が丘（大・小） 協会 4/27～5/6

山梨県スポーツ・レクリエーション祭ラージボール卓球大会 緑が丘（大） ラージ 各市町村
第40回　全国ホープス卓球大会県予選 緑が丘（小） ホープス 4/１～4/29

11～12 土～日 全国高校総体県予選（S・D) 緑が丘（大） 高体連
15 水 レディース底辺拡大講習会② 小瀬（小） レディース

全国高校総体県予選（T) 緑が丘（大） 高体連

ラージボール講習会 緑が丘（小） ラージ ～6/11
29 水 第46回　レディース普及大会（ペア戦） 小瀬（小） レディース
９ 土 山梨県中学校卓球選手権大会 緑が丘（大・小） 中体連
10 日 ラージボール卓球リーグ夏季大会 小瀬（小） ラージ ～6/26
13 水 レディース底辺拡大講習会③ 小瀬（小） レディース

第68回　知事杯争奪卓球大会 緑が丘（大） 協会 6/8～6/17
全日本クラブ選手権県予選 緑が丘（小） 協会 6/8～6/17

17 日 山梨県社会人卓球選手権大会兼全日本社会人・全日本マスターズ卓球大会県予選 緑が丘（大） 協会 6/8～6/17
23 土 第１回　卓球強化リーグ 緑が丘（大） 強化部
27 水 山梨県中学校総合体育大会卓球の部 小瀬（大） 中体連・協会

28 木 山梨県中学校卓球強化練習会 小瀬（大） 中体連
31 日 山梨県中学校卓球技術講習会 緑が丘（大） 中体連

1７～１８ 水～木 第36回　全国ホープス東日本ブロック卓球大会 小瀬（大・小） 協会
27 土 オリンピック記念中学交流卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連
28 日 全日本卓球選手権大会県予選（カデット） 緑が丘（大・小） 協会 7/27～8/5
3 土 第75回　山梨県体育祭り「卓球競技」 甲府市民会館 協会 各市町村
4 日 ラージボール卓球リーグ秋季大会 小瀬（小） ラージ ～8/21

10～11 土～日 全日本卓球選手権大会県予選 緑が丘（大） 協会 8/10～8/19
山梨県高校新人大会（女子　S・D） 緑が丘（大） 高体連
第75回　東京卓球選手権大会県予選（ホープス・カブの部、バンビ特別戦） 緑が丘（小） ホープス 7/23～8/23
いきいき山梨ねんりんピック　ラージボール卓球大会 小瀬（小） ラージ 各市町村
山梨県中学校学年別卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連 ～9/2

28 水 第47回　レディース卓球普及大会（ペア戦） 小瀬（小） レディース

山梨県高校新人大会（男子　S・D） 緑が丘（大） 高体連

第33回　レディース卓球地域別親睦大会 緑が丘（小） レディース ～9/18
9 日 山梨県ラージボール卓球　講習会 緑が丘（小） ラージ ～10/2
10 月 第3回　レディース卓球大会（5人・T) 小瀬（小） レディース ～9/18
26 水 レディース底辺拡大講習会④ 小瀬（小） レディース
5 土 山梨県中学校新人卓球大会（T) 小瀬（大） 中体連

12～13 土～日 山梨県中学校新人卓球大会（S) いちのみや桃の里体育館 中体連
12 土 山梨県高校新人大会（T) 小瀬（大） 高体連
20 日 第26回　名水卓球大会 白州体育館 北杜市白州町

23 水 第75回　東京卓球選手権大会県予選（ジュニア・カデット） 小瀬（大・小） 協会 10/19～10/28
26 土 山梨県ラージボール卓球大会　団体の部 小瀬（小） ラージ ～11/12
27 日 第75回　東京卓球選手権大会県予選（一般シングルス・ダブルス･年代別） 小瀬（大） 協会 10/19～10/28
3 土 第20回　全国ホープス選抜県予選 兼 東アジアホープス県予選 小瀬（小） ホープス 10/3～11/3
14 水 第48回　レディース普及大会（ペア戦） 小瀬（小） レディース
11 水 レディース底辺拡大講習会⑤ 小瀬（小） レディース

28～29 土～日 第44回　かいじ関東近都県中学交流卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連
4 土 第50回　全国高校選抜卓球大会県予選（Ｓ） 緑が丘（大） 高体連・協会 ～R5　1/12
5 日 ラージボール卓球リーグ冬季大会 緑が丘（小） ラージ ～R5　1/22

11～12 土～日 冬季中学校卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連 ～R5　1/18
18～19 土～日 6県（千葉・静岡・長野・埼玉・群馬・山梨）交流卓球大会 緑が丘（大・小）小瀬（大） 協会

23 木 山梨県小学生オープン卓球大会 緑が丘（大・小） ホープス R4 12/1～R5 1/16
第2回　卓球強化リーグ 緑が丘（大） 強化部

第36回　山梨県レディース卓球大会（Ｓ・Ｄ） 緑が丘（小） レディース ～R5　2/5
4～5 土～日 第77回　野口杯争奪卓球大会　兼　山梨県卓球選手権大会 緑が丘（大・小） 協会 R5 1/11～1/20

5 日 第77回　野口杯争奪卓球大会　ラージボール卓球の部 緑が丘（小） 協会・ラージ R5 1/11～1/20
8 水 レディース底辺拡大講習会⑥ 小瀬（小） レディース
18 土 第30回　山梨信用金庫杯争奪卓球大会 緑が丘（大・小） 山梨信金

山梨県審判講習会（公認審判員更新講習・資格取得試験） 未定 審判部未定
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月 日 大会名 開催地 開催地

5/18 関東レディース・スマッシュ大会 東京 東京体育館

全国公認レフェリー・上級公認審判員研修会

6/3-5 関東高校卓球大会 千葉 浦安市総合体育館

6/24-26 全国ラージボール大会 香川 高松市総合体育館

7/29-31 全日本選手権（ホープス・カブ・バンビ） 兵庫 グリーンアリーナ神戸

7/29-8/8 インターハイ 愛媛 宇和島市総合体育館

8/7-9 関東中学卓球大会 千葉 千葉ポートアリーナ

8/13-15 全国ホープス大会 東京 東京体育館

8/17-18 全国ホープス東日本ブロック大会 山梨 小瀬スポーツ公園体育館

8/19-22 全国中学校大会 北海道 苫小牧市総合体育館

8/20-21 国体関東ブロック予選（成年男女） 東京 中野区総合体育館

8/27-28 全国レディース大会 山口 防府市ソルトアリーナ防府

8/29-30 国体関東ブロック予選（少年男子） 東京 中央区総合スポーツセンター

8/29-31 関東ラージボール大会 東京 武蔵野の森総合スポーツプラザ

9/10-11 関東レディース 埼玉 所沢市民体育館

9/22-25 全日本クラブ選手権 石川 いしかわ総合スポーツセンター

10/1-5 国民体育大会 栃木 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）

10/7-9 パスウェイU10・U15　関東ブロック合宿 埼玉 上尾運動公園体育館・スポーツ総合センター

10/28-30 全日本社会人選手権 長野 安曇野市総合体育館（ANCアリーナ）

10/28-30 全日本選手権（カデット） 奈良 ロートアリーナ奈良（中央体育館）

11/1 ミズノ東京レディース 東京 東京体育館

11/4-6 全日本ラージボール選手権 静岡 小笠山総合運動公園（エコパアリーナ）

11/5 全日本選手権　関東予選 東京 武蔵野の森総合スポーツプラザ

11/12-15 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 神奈川 横須賀市総合体育館

12/2-4 全日本選手権（マスターズ） 岡山 ジップアリーナ岡山

12/24-27 関東高校選抜大会 栃木 日環アリーナ栃木

1/4-5 東京選手権（ホープス・カブ） 東京 東京武道館

1/23-29 天皇杯・皇后杯　全日本選手権（一般・ジュニア） 東京 東京体育館

1/28-29 関東ホープス 千葉 旭市総合体育館

2 2/4-5 全関東社会人 神奈川 横須賀市総合体育館

3/14-19 東京選手権 東京 東京体育館

3/18-19 関東中学選抜 栃木 日環アリーナ栃木

3/24-26 全国ホープス選抜 鹿児島 西原商会アリーナ

3/25-26 全国中学選抜 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

3/25-28 全国高校選抜 愛知 スカイホール豊田（豊田市総合体育館）
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