
月 開催日 曜日 行　事　名 会場 開催日 行　事　名 会場 開催日 行　事　名 会場 開催日 行　事　名 開催地

29 祝火 広島市スプリング大会（旧新人戦） 中区SC 5～6 第67回ひろしまオープン卓球選手権大会 県立総合体育館 12 東アジアグランプリホープス県予選 & 安佐南区SC 12～13 日本リーグ(ビッグトーナメント) アオーレ長岡（新潟県）

13 第37回全国レディース（団体）県予選 安芸区ＳＣ   　　　広島県ホープス大会（団体戦） 28～5/5 世界選手権（団体） 代々木第1体育館

20 広島県ラージボールダブルス卓球大会 因島勤労者ｾﾝﾀｰ

27 第37回全国レディース（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）県予選 中区ＳＣ

6 祝火 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区ＳＣ 4 中国選手権大会県予選 三原ﾘｰｼﾞｮﾝ 3 ジュニアサーキット第１ステージ 安佐北区ＳＣ

15 木 全国健康福祉祭市予選兼市ラージボール大会 中区ＳＣ(小) 17 ねんりん県予選兼ラージボール大会 びんご運動公園

29 木 平成26年度市卓定例評議員総会 ビッグウェーブ 18 全日本実業団・クラブチーム県予選・親善団体大会 呉市総合体育館（広）

24 広島県シニア総合スポーツ大会 東広島運動公園 1 平成26年度広島県中学生新人卓球大会(呉) 呉市体育館 18～22 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ・荻村杯 横浜文化体育館

3 火 卓球教室① 県立剣道場 1 ホップステップジャンプ卓球大会 廿日市SC 8 広島県中学高校卓球大会広島市予選 安佐北区SC 11～15 日本リーグ（前期） 郡山総合体育館

5 木 なかよしルンルン前期大会 安佐北区ＳＣ 21～22 第66回中国卓球選手権大会 呉市総合体育館（広） 8 全国ホープス・全日本(ホープス以下)県予選 府中(ｳｯﾄﾞｱﾘｰﾅ)

15 日 第44回広島市レディース卓球大会 安芸区ＳＣ 28 第69回国体（成年男女）県予選 県立剣道場 13～15 第61回中国高校卓球選手権大会 広島総合体育館

29 県ラージボールリーグ（前期） 呉市体育館 21 平成26年度第１回小中学生オープン（吉田） 安芸高田市

1 火 卓球教室② 県立剣道場 13 全日本社会人県予選・ﾏｽﾀｰｽﾞの部県予選 びんご運動公園 5 ジュニアサーキット第２ステージ 安佐北区SC 3～6 全国ラージボール大会 桃太郎アリーナ（岡山県）

10 木 広島市オ－プンラージボール卓球大会 中区ＳＣ(小) 13 第69回国体（少年男女）県予選 西区SC 12 第9回広島県中学・高校卓球大会 安佐南区SC 17～20 全日本実業団選手権 愛知県武道館

21 祝月 広島学区対抗親善卓球大会 安佐南区ＳＣ 19～20 第15回ひろしまオープン小学生大会 東広島運動公園 19～21 全国レディース大会 ひたちなか市総合体育館

27 日 前期広島リーグ（女子6～7部） 安芸区ＳＣ 20 ジュニア卓球サーキット講習練習会 安佐南区SC 25～27 全日本選手権(ﾎｰﾌﾟｽｶﾌﾞﾊﾞﾝﾋﾞ) グリーンアリーナ神戸

29 火 子ども卓球教室① 県立剣道場 26～27 全日本卓球選手権(ジュニアの部)広島市予選 安佐北区SC

7 火 子ども卓球教室② 県立剣道場 16～17 国体中国ブロック大会 島根県カミアリーナ 3 全日本選手権(カデット)県予選 安佐南区SC 4～9 全国高校選手権 小瀬スポーツ公園（山梨県）

9 土 前期広島リーグ（男子チャレンジ） 安佐南区ＳＣ 23 県知事杯・県選手権大会（男女一般の部） 県立体育館 7～9 中国中学校卓球選手権大会 東区SC 17～19 全国ホープス大会 東京体育館

10 日 前期広島リーグ（男子5～6部） 佐伯区SC 10～12 広島市高校選手権（団体・個人） 安芸区SC 22～25 全国中学校大会 アミノバリューホール（徳島県）

17 日 前期広島リーグ（男子1～3部） 広島サンプラザ

19 火 子ども卓球教室③ 県立剣道場

26 火 卓球教室③ 県立剣道場

31 日 前期広島リーグ（男子4部女子4～5部） 広島サンプラザ

11 木 ピースメモリアル卓球大会（団体戦） 安佐北区ＳＣ 7 第15回ひろしまｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会 県立剣道場 6 全日本選手権（ジュニア）県予選1次 安佐北区SC 12～15 全日本クラブ選手権 北海道立総合体育館

13 土 広島市ラージボール大会（団体戦） 東区ＳＣ（小） 23 全日本選手権（一般の部）県予選 福山市体育館 7 全日本選手権（ジュニア）県予選２次 安佐北区SC

14 日 前期広島リーグ（女子1～3部） 広島サンプラザ 23 県知事杯（中学生以下） 安佐北区SC

16 火 卓球教室④ 県立剣道場

27 土 前期広島リーグ（女子チャレンジ） 安芸区SC

7 火 卓球教室⑤ 県立剣道場 4～5 第28回中国レディース卓球大会 広島サンプラザ 4 ジュニアサーキット第３ステージ 安佐北区SC 5～6 全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ） 鹿沼総合体育館（栃木）

9 木 なかよしルンルン後期大会 安佐北区ＳＣ 11 サンフレ卓球大会 安佐南区ＳＣ 12～16 国民体育大会 大村市体育文化ｾﾝﾀｰ（長崎）

26 日 広島市卓球選手権大会（二宮杯） 安芸区ＳＣ 12 第19回ラージボール支部対抗 庄原市 24～26 全日本選手権（マスターズの部） 花巻市総合体育館(岩手）

5～6 水～木 ひろしまベテランオープン 東区ＳＣ 1 広島県二人団体親善卓球大会（広島会場） 安芸区ＳＣ 23 第17回広島県小学生オープン交流大会 安芸高田市 1～3 全日本選手権(カデットの部) 滋賀県立体育館

11 火 卓球教室⑥ 県立剣道場 9 第7回広島県スマイル＆スマイル卓球大会 福山市体育館 1～3 全日本選手権（団体） 白浜町立体育館（和歌山県）

29 土 広島市女子ダブルス卓球大会 安芸区ＳＣ 16 第39回広島県民大会卓球競技 大竹市総合体育館 7～9 全日本社会人選手権 豊田スカイホール（愛知県）

19～23 日本リーグ（後期） 大阪市中央体育館

13 土 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区ＳＣ 4 県レディース広島オーレ（個人） 安芸区ＳＣ 6 ジュニアサーキット第４ステージ 安佐北区SC

6 大阪国際招待県予選 南区SC 13 全国高校選抜県予選 福山市体育館

14 県ラージボールリーグ（後期） 福山市体育館 13 平成26年度広島県中学生ｵｰﾌﾟﾝ卓球交流大会 三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ

20 東京選手権県予選 安芸区ＳＣ 23 全国中学校選抜県予選 安佐南区ＳＣ
23～25 世界選手権大会団体戦（女子国内選考会） 広島県立総合体育館

11 日 後期広島リーグ 安芸区SC 10 ジュニアサーキット第５ステージ 安佐北区SC 13～18 天皇杯・皇后杯全日本選手権 東京体育館

13 火 卓球教室⑦ 県立剣道場 17 第12回全国ホープス選抜県代表選手選考会 安佐南区SC

17 土 広島市ラージボール選手権大会 佐伯区SC 30～2/1 全国高校選抜中国地区予選 安佐北区SC

18 日 レディース若葉マーク大会 中区ＳＣ

18 日 後期広島リーグ（男子1～4部） 広島サンプラザ

28 水 広島市二人三脚 東区ＳＣ

1 日 後期広島リーグ 安芸区ＳＣ 8 県レディース広島オーレ（団体） 呉市体育館 8 平成26年度第2回小中学生オープン（東広島） 東広島運動公園 28 会長杯・ジャパントップ12 代々木第2体育館

8 日 後期広島リーグ 安芸区ＳＣ 15 広島県総合団体選手権大会 呉市総合体育館（広） 7 ジュニアサーキット第６ステージ 安佐北区SC

10 火 卓球教室⑧ 県立剣道場

11 祝火 平成26年度公認審判員研修会 安芸区ＳＣ

21 土 広島市社会人卓球選手権大会 安佐南区ＳＣ

8 日 後期広島リーグ 佐伯区SC 7 県ラージボール選手権 県立剣道場 7 広島県中学生新人卓球大会（広島会場） 安佐北区SC 4～5 全国レディース・フェスティバル 大阪市中央体育館

10 火 卓球教室⑨ 県立剣道場 14 市卓ジュニア強化選手選考会 安佐南区SC 20～22 全国ホープス選抜 富山県総合体育センター

12 木 ピースメモリアル卓球大会（ダブルス戦） 東区ＳＣ 28 ジュニア卓球サーキット講習練習会 安佐南区SC 28～29 全国中学選抜 所沢市民体育館

22 日 後期広島リーグ（女子1～4部） 広島サンプラザ

29 日 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区ＳＣ
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