
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

22 日 全国健康福祉祭市予選兼市ラージボール大会 佐伯区SC 3/31～1 第71回ひろしまオープン卓球選手権大会 県立総合体育館 2８ ジュニアサーキット第１ステージ 安佐北区ＳＣ

29 日 広島市スプリング大会 安芸区SC 8 第4１回全国レディース（団体）県予選 中区SC

8 広島県ラージボールダブルス卓球大会 尾道市因島勤労者体育センター

22 第4１回全国レディース（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）県予選 中区SC

3 祝木 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区SC 6 第70回中国選手権大会県予選 三原ﾘｰｼﾞｮﾝ 13 全日本(ホープス・カブ・バンビ)県予選 府中市ウッドアリーナ

31 木 平成30年度市卓定例評議員総会　 ひろしんビッグウェーブ 20 全日本実業団県予選クラブ選手権県予選 呉市総合体育館

27 第29回広島県シニア総合スポーツ大会 県立総合体育館

7 木 なかよしルンルン前期大会 安佐北区ＳＣ ２ 第31回ねんりん県予選兼広島県マスターズ卓球大会 三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 16 第13回中学・高校卓球大会 安佐北区SC 16～17 中国卓球選手権大会 山口県

26 火 卓球教室① 県立剣道場 3 第14回ホップステップジャンプ卓球大会 廿日市SC 17 ジュニアサーキット第２ステージ 安佐北区SC 22～24 中国高校卓球選手権 山口県

30 土 第47回広島市レディース卓球大会 佐伯区ＳＣ 16 県ラージボールリーグ（前期） びんご運動公園 23 第36回全国ホープス(団体)県予選 安佐南区ＳＣ 22～24 全日本ラージボール大会 大分別府アリーナ

24 平成30年度小中学生オープン卓球交流大会(三次会場） みよし公園カルチャーセンター

17 火 卓球教室② 県立剣道場 1 全日本社会人県予選・全日本選手権（マスターズの部）県予選 吉田運動公園 ７ ジュニアサーキット第3ステージ 安佐北区SC 13～16 全日本クラブ選手権 三重県津市

22 日 前期広島リーグ①　男子7部 安佐南区ＳＣ 16 第73回国体（成年男女）県予選 県立総合体育館 7 第13回広島県中学・高校卓球大会 三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 19～22 全日本実業団選手権 鹿児島アリーナ

28 土 広島市オ－プンラージボール卓球大会(二人三脚） 中区ＳＣ 8 第73回国体(少年男女)県予選 長者原ＳＣ 27～29 全国レディース大会 富山市

29 日 前期広島リーグ②　男子4・6部 佐伯区ＳＣ 21～22 第19回ひろしまオープン小学生大会 東広島運動公園 7月下旬 全日本選手権(ﾎｰﾌﾟｽｶﾌﾞﾊﾞﾝﾋﾞ) 兵庫県

28～２９ 全日本選手権（ジュニア）市予選  (1・2次) 安佐北区SC

５ 日 前期広島リーグ　女子6部・男子ﾁｬﾚﾝｼﾞ 中区ＳＣ 11～12 国体中国ブロック大会 萩市民体育館 ３～４ 広島市高校選手権（団体・個人） マエダハウジング東区ＳＣ 3～8 全国高校総体 愛知県

7 火 卓球教室③ 県立剣道場 5 広島市高校選手権（団体・個人） 安芸区SC 14～16 全国ホープス大会 八王子

2６ 日 前期広島リーグ④　女子7部・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 佐伯区SC 11 全日本選手権(カデット)県予選 安佐南区ＳＣ 22～25 全国中学校大会 広島県立総合体育館

12 ジュニアサーキット第４ステージ 安佐北区SC

17～18 平成30年度広島市選抜大会 安佐北区SC

9 日 前期広島リーグ　男子5部・女子4～5部 広島サンプラザ 22 第5２回県知事杯・県選手権大会(男女一般の部） 安芸区ＳＣ １～2 全日本選手権（ジュニア）県予選  (1・2次) 安佐北区・南区SC 15～17 全日本社会人 徳島県

11 火 卓球教室④ 県立剣道場 23 第19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 8 ジュニアサーキット第５ステージ 安佐北区SC 9/29～10/3 福井国体 敦賀市

13 木 ピースメモリアル卓球大会（団体戦） 安佐北区ＳＣ 9 第5２回県知事杯・県選手権大会（中学生以下） 県立総合体育館

15 土 広島市ラージボール卓球大会（３ダブルス団体戦） 中区ＳＣ

16 日 前期広島リーグ　男子1～3部 広島サンプラザ

17 祝月 前期広島リーグ　女子1～3部 広島サンプラザ

23 日 広島市学区対抗親善卓球大会 中区ＳＣ

2 火 卓球教室⑤ 県立剣道場 14 第24回ラージボール支部対抗大会 庄原市総合体育館 6 ジュニアサーキット第6ステージ 安佐北区SC 12～14 全日本選手権（団体） 茨城県

４ 木 なかよしルンルン後期大会 安佐北区SC 13 第21回広島県小学生オープン交流大会 みよし公園カルチャーセンター 13～14 中国ブロックレディース大会 山口市

7 日 広島市社会人卓球選手権大会 安芸区SC 26～28 全日本選手権（マスターズの部） 静岡県

３１～１ 水～木 ひろしまベテランオープン卓球大会 マエダハウジング東区ＳＣ

４ 日 広島市卓球選手権大会（二宮杯） 佐伯区SC 3 全日本選手権（一般の部）県予選 福山市体育館 ２4 ジュニアサーキット第7ステージ 安佐北区SC 2～4 全日本選手権(カデットの部) 仙台市

10 土 広島市女子ダブルス卓球大会 中区SC 10 第43回広島県民大会(スポ少の部） 安佐北区ＳＣ 3～6 全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ） 富山県

13 火 卓球教室⑥ 県立剣道場 18 第43回広島県民大会(一般の部） 大竹市総合体育館 23～25 全国ラージ 郡山市

27～28 ＪＲ西日本レディース 県立総合体育館

30 スーパーシニアチャレンジカップ（ラージボール） 県立剣道場

9 日 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区SC 6 第20回県レディース広島オーレ（個人） 東広島運動公園 8 第20回全国中学校選抜大会県予選 マエダハウジング東区ＳＣ

11 火 卓球教室⑦ 県立剣道場 16 県ラージボールリーグ（後期） 呉市体育館 15 第46回全国高校選抜大会県予選 福山市体育館

28 ジュニアサーキット講習練習会 安佐北区 SC

13 日 後期広島リーグ①　男子5・6部 中区SC 1３ 第20回県レディース広島オーレ（団体） 安芸区ＳＣ 6 第16回全国ホープス選抜卓球大会県予選＆親善大会団体戦 安佐南区ＳＣ 14～20 全日本選手権（一般・ジュニア） 大阪市中央体育館

13 日 後期広島リーグ　男子4部 南区SC １４ ジュニアサーキット第8ステージ 安佐北区SC

19 土 広島市ラージボール大会（団体） 安佐南区SC

20 日 後期広島リーグ男子1～3部 広島サンプラザ

22 火 卓球教室⑧ 県立剣道場

23 水 広島市二人三脚卓球大会 マエダハウジング東区ＳＣ

27 日 後期広島リーグ②　女子5・6部 安芸区SC

9 土 ジョリィ・フレッシュ卓球大会 佐伯区SC 24 第37回県総合団体選手権大会 呉市総合体育館（広） 2 ジュニアサーキット第9ステージ 安佐北区SC 1～3 全国高校選抜中国地区予選 維新百年記念公園体育館

10 日 後期広島リーグ　女子1～4部 広島サンプラザ 26～27 全国レディース・フェスティバル 大阪市中央体育館

11 祝月 平成３０年度公認審判員研修会 中区SC

23 土 広島市ラージボール選手権大会 中区SC

24 日 後期広島リーグ③　女子7部・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 安佐南区SC

26 火 卓球教室⑨ 県立剣道場

7 木 ピースメモリアル卓球大会（ダブルス戦） マエダハウジング東区ＳＣ 10 平成30年度広島県ラージボール卓球選手権大会 広島県立小ｱﾘｰﾅ ２ ジュニアサーキット第10ステージ 安佐北区SC 22～24 全国ホープス選抜 岐阜メモリアルセンター

12 火 卓球教室⑩ 県立剣道場 24 第32回全国ラージ・日本ラージ県予選 県立総合体育館 9 平成30年度広島中学生チャレンジカップ マエダハウジング東区ＳＣ 23～24 全国中学選抜 新潟

21 祝木 後期広島リーグ④　男子7部・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 中区SC 30～31 第72回ひろしまオープン卓球選手権大会 県立総合体育館 21 市卓ジュニア強化選手選考会 安佐南区SC 25～28 全国高校選抜 北九州市総合体育館

24 日 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区ＳＣ

　　　　　平成３０年度　広島市卓球協会主催・主管・その他事業予定表    （案）               　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　平成30年５月10日現在
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