
２０２０年度 山梨県卓球協会事業日程

月 日 大 会 名 会 場 主 管 備 考

Ｒ２ １１（土） 第２９回東アジアホ－プス卓球大会山梨県予選会 緑が丘（小） ﾎｰﾌﾟｽ委
2020 １１（土） ２０２０年度山梨県卓球協会総会 談露館 協会
４ １８（土） 第７５回国体選手選考会 小瀬（小） 強化部

２２（水） レディース底辺拡大講習会① 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委
２９（水）祝 第３３回全国健康福祉祭県予選（ねんりんピック） 緑が丘（小） ﾗｰｼﾞ委

５ ２（土） 春季中学卓球大会（Ｔ）（延期） 緑が丘（大・小） 中体連 2 関東ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｽﾏｼｭ大会
13(水)～14(木) 山梨県高校総体兼関東高校卓球大会県予選（Ｔ） 緑が丘(13大14小） 高体連 横浜文化体育館
16(土)～17(日) 第７０回関東高校卓球大会山梨県予選（Ｓ・Ｄ） 緑が丘（大） 高体連 16 千葉 17 神奈川・大阪
１７（日） 山梨県スポレク祭ラージボール卓球大会 小瀬（大） ﾗｰｼﾞ委 公認ﾚﾌｪﾘｰ研修会
２３（土） ｸﾗﾌﾞ選手権予選・山梨県新人卓球大会（延期予定） 緑が丘（大・小） 協会 29～31 東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ・愛知
２３（土） 春季ラージボールリーグ 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委
２４（日） 全日本県予選（ホカバ) 緑が丘（小） ﾎｰﾌﾟｽ委 ６月
２４（日） 第３９回山梨県レディース卓球大会兼関東予選（Ｔ） 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 6～7 関東高校・神奈川
３０（土） 山梨県卓球審判講習会 甲府工業高視聴覚室 協会 横浜文化体育館

26～28 全国ﾗｰｼﾞ
６ ３（水） レディース底辺拡大講習会② 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 岩手県・盛岡市

13(土)～14(日) ２０２０年度全国高校総体県予選（Ｓ・Ｄ） 緑が丘（大） 高体連
１３（土） 第３８回全国ホープス卓球大会県予選（Ｔ） 緑が丘（小） ﾎｰﾌﾟｽ委 ７月
１４（日） 全国レディース予選（Ｓ） 緑が丘（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 4～5 国体関ﾌﾞﾛ
１７（水） レディース強化講習会❶ 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 神奈川・川崎
２０（土） ２０２０年度全国高校総体県予選（Ｔ） いちのみや体育館 高体連 10～12 全日本ﾗｰｼﾞ選手権
２７（土） ラージボール講習会 緑が丘（小） ﾗｰｼﾞ委 福島県・いわき市

24～26 全国ﾎ･ｶ･ﾊﾞ
７ １ (水) 第４３回レディース普及大会（ペア戦） 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸

１１（土） 山梨県中学校卓球選手権大会（Ｓ） 緑が丘（大・小） 中体連 25～8/7 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ卓球
１２（日） 山梨県卓球強化大会 緑が丘（小） 協会 東京体育館
１８（土） 第６６回知事杯争奪卓球大会兼県卓球選手権(Ｔ) 緑が丘（大） 協会
１９（日） 山梨県社会人卓球選手権兼全日本社会人･全日本選手権マスタｰズ県予選会 緑が丘（大） 協会 ８月
２６（日） 夏季ラージボールリーグ 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委 8～10 関東中学
２７（月） 山梨県中学校総合体育大会卓球競技 小瀬（大） 中体連協会 栃木・宇都宮市
３１（金） 中学校卓球技術講習会 緑が丘（大） 中体連 9～10 全国ﾎｰﾌﾟｽ東日本
３１（金） 第１回強化リーグ・中学校卓球強化大会 小瀬（大） 強化部 福井県営体育館

10～15 ｲﾝﾀｰﾊｲ
８ 17(月)～19(水) 高校関東・東海・北信越卓球研修大会 小瀬（全館） 高体連 岩手県・奥州市

２９（土） 全日本卓球選手権大会県予選（カデット） 緑が丘（大・小） 協会 13～15 全国ﾎｰﾌﾟｽ
愛知県・一宮市

21～24 全国中学
静岡県・袋井市

25～9/4 ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ卓球
東京体育館

９ ６（日） 第７４回山梨県体育祭り「卓球競技」 白州体育館 協会 11～13 関東ﾗｰｼﾞ
１６（水） レディース強化講習会❷ 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 栃木・鹿沼
19(土)～20(日) 山梨県高校新人大会卓球競技（Ｓ・Ｄ） 緑が丘（大） 高体連 19～22 全日本ｸﾗﾌﾞ選手権
２１（月）祝 中学校卓球強化大会 緑が丘(大・小) 中体連 茨城・水戸市
２６（土） いきいき山梨ねんりんピック 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委

１０ １０（土） 山梨県中学校学年別卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連 3～4 関東ﾚﾃﾞｨｰｽ 茨城
１４（水） 第４４回レディース普及大会（ペア戦） 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 8～12 国体 鹿児島市
17(土)～18(日) 全日本卓球選手権大会県予選（一般ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・混合） 緑が丘（小） 協会 23～25 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
１８（日） ラージボール講習会 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委 京都市・島津ｱﾘｰﾅ

２４（土） 山梨県高校新人大会卓球競技（Ｔ） 緑が丘（大） 高体連 31～11/2 ねんりんピック
３１（土） 山梨県中学校新人卓球大会（Ｔ） 緑が丘（大） 中体連 岐阜・東美濃

１１ ３（火）祝 第３１回レディース地域別親睦卓球大会 緑が丘（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 3 全日本関東予選
３（火）祝 全日本卓球選手権大会県予選（ｼﾞｭﾆｱ） 緑が丘（大） 協会 茨城・取手
３（火）祝 第２４回名水卓球大会（申込は事務局山田まで） 白州体育館 北杜白州町 6～8 全日本社会人
７（土） 山梨県中学校新人卓球大会（Ｓ） 小瀬（大） 中体連 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ

１８（水） レディース底辺拡大講習会③ 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 13～15 全日本ｶﾃﾞｯﾄ・富山
２２（日） 第８回レディース硬式卓球大会（５人・Ｔ） 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委
２８（土） 秋季ラージボールリーグ 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委

１２ 11(金)～13(日) 全国ブロック別小中学生卓球研修会 緑が丘（大・小） 日卓協 1 ﾐｽﾞﾉ東京ﾚﾃﾞｨｰｽ 八王子
１３（日） 山梨県ラージボール卓球大会 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委 11～13 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ 宮崎
１６（水） レディース底辺拡大講習会④ 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 25～27 関東高校選抜
１９（土） 第18回全国ホープス選抜予選・第30回東アジアホープス予選 小瀬（小） ﾎｰﾌﾟｽ委 前橋市ぐんまｱﾘｰﾅ
１９（土） 第73回東京卓球選手権大会県予選(ｼﾞｭﾆｱ･ｶﾃﾞｯﾄ) 緑が丘(大.小～12時) 協会 26～29 全国教職員 愛媛
２０（日） 第73回東京卓球選手権大会予選(ｼﾝｸﾞﾙｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・混合) 緑が丘（大） 協会

Ｒ３ ２０（水） 第４５回レディース普及大会（ペア戦） 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 11～17 全日本一般ｼﾞｭﾆｱ
2021 30(土)～31(日) 第４１回かいじ関東近都県中学校交流卓球大会 緑が丘（大・小） 中体連 大阪丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ
１ 30～31 関東会長･理事長･

事務局長会議 茨城

２ ７（日） 第４８回全国高校選抜卓球大会県予選（Ｓ） 緑が丘（大） 高体連 6～7 関東ﾎｰﾌﾟｽ 群馬
１１（木）祝 冬季中学校卓球大会（Ｔ） 緑が丘（大・小） 中体連 桐生市民体育館
13(土)～14(日) 2020.６県交流(山梨・千葉・群馬・埼玉・静岡・長野)大会 緑が丘大小・小瀬大 協会 13～14 全関東社会人
２０（土） 山梨県小学生オープン卓球大会 緑が丘（大）～17:30 ﾎｰﾌﾟｽ委 茨城 水戸市
２１（日） 冬季ラージボールリーグ 小瀬（小） ﾗｰｼﾞ委
２１（日） 第３４回山梨県レディース卓球大会（Ｓ・Ｄ） 緑が丘（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 ３月
２３（火）祝 第２回強化リーグ 緑が丘（大） 強化部 2～7 東京選手権東京体育館

20～21 関東中学選抜 栃木

３ ３（水） レディース底辺拡大講習会⑤ 小瀬（小） ﾚﾃﾞｨｰｽ委 25～28 全国高校選抜 三重

6(土)～ 7(日) 第７５回野口杯争奪卓球大会兼山梨県選手権大会 緑が丘（大・小） 協会 26～28 全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜 徳島

２０（土） 第２８回山梨信用金庫杯争奪卓球大会 緑が丘（大・小） 山梨信金 27～28 全国中学選抜 島根


