
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
延期 第43回全国レディース（団体）県予選 安芸区SC 延期 ジュニア強化事業 中区ＳＣ

延期 第43回全国レディース（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）県予選 安芸区SC

延期 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 県立体育館 29 ジュニアサーキット第1ステージ 安佐北区SC

6 祝水 広島市親善交歓卓球大会 安佐北区SC ３ 第72回中国選手権大会県予選 三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 16 ジュニアサーキット第２ステージ 安佐北区SC 30～31 東アジアホープス国内選考会 愛知県

16 第3３回ねんりん県予選兼広島県ラージボール卓球大会 三原ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 17 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ)県予選 府中ＴＴＣアリーナ

24 全日本実業団県予選全日本クラブ県予選 シシンヨーオークアリーナ 23 中学・高校卓球大会市予選 安佐北区ＳＣ

31 第3１回広島県シニア総合スポーツ大会 東広島運動公園

４ 木 なかよしルンルン前期大会 安佐北区ＳＣ 7 第16回ホップステップジャンプ卓球大会 廿日市SC ６ 第38回全国ホープス(団体)広島県予選 安佐南区SC 19～21 中国高校卓球選手権 岡山

9 火 卓球教室① 県立剣道場 7 県ラージボールリーグ（前期） 庄原市総合体育館 20 VICTAS杯広島県小・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 26～28 全国ラージ 岩手

未定 ２０２０年度市卓定例評議員総会　 ひろしんビッグウェーブ 27 ジュニアサーキット第３ステージ 安佐北区SC

20 土 第50回広島市レディース卓球大会 安芸区ＳＣ 27～28 中国卓球選手権大会 岡山市

4 土 前期広島リーグ　女子５・６部 安佐北区SC 5 第75回国体（成年男女）県予選 県立総合体育館剣道場 ４ 第15回広島県中学・高校卓球大会 シシンヨーオークアリーナ 10～12 全日本ラージ 福島

5 日 広島市オ－プンラージボール卓球大会(二人三脚） 安芸区ＳＣ 5 第75回国体(少年男女)県予選 シシンヨーオークアリーナ 24～26 全日本選手権(ﾎｰﾌﾟｽｶﾌﾞﾊﾞﾝﾋﾞ) 兵庫

7 火 卓球教室② 県立剣道場 １８～１９ 第21回ひろしまオープン小学生大会 東広島運動公園体育館

12 日 前期広島リーグ　男子４・６部 安芸区SC ２５～２６ 20２０年度全日本卓球選手権ｼﾞｭﾆｱの部広島市予選 マエダハウジング東区SC

2６ ジュニアサーキット第４ステージ 安佐北区SC

１ 土 前期広島リーグ　女子７部・チャレンジﾞ 安芸区SC 延期 ウルトラシニア親善大会 県立総合体育館剣道場 ８～９ 広島市高校卓球選手権（団体・個人） 安佐北区ＳＣ 1～2 国体中国ブロック大会 島根県

23 日 前期広島リーグ　男子チャレンジ・女子４部 マエダハウジング東区ＳＣ 16 2020全日本選手権(カデット)県予選 安佐北区ＳＣ ７～９ 中国中学卓球選手権 岡山

25 火 卓球教室③ 県立剣道場 17～18 国体をめざすジュニア強化事業 県立剣道場 10～15 全国高校総体 岩手

30 日 広島市ラージボール卓球大会（３ダブルス団体戦） 佐伯区ＳＣ 29 ジュニアサーキット第５ステージ 安佐北区SC 13～15 全国ホープス団体 愛知

30 日 前期広島リーグﾞ　男子５・７部 安芸区ＳＣ 21～24 全国中学校大会 静岡

8 火 卓球教室④ 県立剣道場 5 第21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 ５ 全日本選手権（ジュニア）県予選  1次予選 安佐北区SC ３～６ 全日本実業団 岡山

10 木 ピースメモリアル卓球大会（団体戦） 安佐北区ＳＣ 27 全日本選手権（一般の部）県予選 福山市総合体育館 ６ 全日本選手権（ジュニア）県予選  2次予選 安佐南区SC 19～22 全日本クラブ選手権 茨城

13 日 前期広島リーグ　男子１－３部 広島サンプラザ 19 第54回県知事杯・県選手権大会（中学生以下） 安佐北区SC 26～27 中国ラージボール選手権 山口

21 祝月 前期広島リーグ　女子１－３部 広島サンプラザ 26 ジュニアサーキット第６ステージ 安佐北区SC

22 祝火 広島市学区親善オープン卓球大会 マエダハウジング東区ＳＣ

１ 木 なかよしルンルン後期大会 安佐北区SC 11 第26回ラージボール卓球支部対抗大会 福山市神辺体育館 10 VICTAS杯広島県小・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 ３～４ 中国ブロックレディース大会 岡山

４ 日 広島市卓球選手権(団体の部） 中区ＳＣ 31 第54回県知事杯・県選手権大会(一般男子の部） 県立剣道場 ８～1２ 鹿児島国体 松元平野

6 火 卓球教室⑤ 県立剣道場 16～18 全日本団体 三重

23～25 全日本マスターズ 京都

31～2 全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ） 岐阜

１ 日 広島市卓球選手権大会（二宮杯） 中区SC ３ 第54回県知事杯・県選手権大会(一般女子の部） 県立剣道場 ７ ジュニアサーキット第7ステージ 安佐北区SC 6～8 全日本社会人 岐阜

10 火 卓球教室⑥ 県立剣道場 14 第45回広島県民大会(スポ少の部） 安芸区ＳＣ ２１～２２ 国体をめざすジュニア強化事業 安佐南区SC 13～15 全日本カデット 富山

1１～1２ 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 15 第45回広島県民大会(一般の部） 大竹市総合体育館

23 祝月 第２7回広島市女子ダブルス卓球大会 安佐北区 SC 29 県ラージボールリーグ（後期） IHIアリーナ呉

1 火 卓球教室⑦ 県立剣道場 3 第22回県レディース卓球フェスティバル広島オーレ（個人の部） 安芸区SC 5 ジュニアサーキット第8ステージ 安佐北区SC 11～13 全国レディース 宮﨑

12 土 広島市親善交歓卓球大会 マエダハウジング東区ＳＣ 5 大阪国際招待卓球選手権大会県予選 県立剣道場 19 第2３回全国中学校選抜大会県予選 中区ＳＣ 12～13 ＪＴＴＬファイナル４ 福山

26 ジュニアサーキット講習練習会 安佐南区 SC 18～20 全国高校選抜大会中国予選 岡山

19 火 卓球教室⑧ 県立剣道場 16 2020　広島県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球選手権大会・全日本ﾗｰｼﾞ県予選 県立剣道場 ９ 全国ホープス選抜卓球大会県予選 県立剣道場 11～1７ 全日本選手権 大阪市

20 水 広島市二人三脚卓球大会 マエダハウジング東区ＳＣ 30 第22回県レディース卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ広島オーレ（団体の部） 安芸区ＳＣ 16 広島県中学校新人卓球大会プレ大会 安佐北区SC

24 日 後期広島リーグ　男子１－４部　 広島サンプラザ

31 日 後期広島リーグ　女子５・６部 安芸区ＳＣ

6 土 第26回ジョリイ・フレッシュ卓球大会 中区ＳＣ ２８ 第39回県総合団体選手権大会 シシンヨーオークアリーナ ６ ジュニアサーキット第9ステージ 安佐北区SC 18～19 全国レディース・フェスティバル 大阪市

11 祝木 後期広島リーグ　女子１－４部 広島サンプラザ 20 東アジアホープス県代表選考会 安佐南区ＳＣ

14 日 広島市ラージボール選手権大会 佐伯区SC ２７～２８ 国体をめざすジュニア強化事業 安佐南区ＳＣ

23 祝火 2020年度公認審判員研修会 中区ＳＣ

２8 日 後期広島リーグ　男子５部・チャレンジ 安佐南区SC

2 火 卓球教室➈ 県立剣道場 ６ ジュニアサーキット第10ステージ 安佐北区SC 25～28 全国高校選抜 三重

４ 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 13 市卓ジュニア強化選手選考会 安佐南区SC 26～28 全国ホープス選抜 徳島

14 日 後期広島リーグ　男子６・７部 マエダハウジング東区ＳＣ 20 広島市チャレンジカップ（広島中学生新人卓球大会） 安佐南区SC 27～28 全国中学選抜 島根

16 火 卓球教室⑩ 県立剣道場

21 日 後期広島リーグ　女子７部・チャレンジ　 安芸区ＳＣ

28 日 ニッタク杯広島市親善交歓卓球大会 安佐北区ＳＣ

4/19 日 全国健康福祉祭市予選兼市ラージボール大会 4/11 広島県ラージボールダブルス卓球大会兼全国ラージ予選 4/29 ジュニアサーキット第１ステージ
4/25 土 広島市スプリング大会 5/13～14 第1回ひろしまオープンレディース卓球大会 5/16 ジュニアサーキット第2ステージ

　※　その他沢山の試合で中止がありますので、中止が決定している試合に網掛けをしました。

　※　広島市リーグ　前期大会は全て中止となります。
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　　　　　2020年度　広島市卓球協会主催・主管・その他事業予定表    （案）               　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　 2020年4月13日現在

市　卓 県　卓(中国大会含む） 高・中・小・スポ少関連(中国大会含む） 全国・その他
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中止が決定している大会（2020.4.1.現在）
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