
掲載日 対応 会　　場 備　考

中止 全国レディース大会　ブロック10月大会（中国ブロック） 全国大会 10/3 ・ 4 岡山県

中止 2020年　全日本卓球選手権大会（カデットの部） 全国大会 11/13 ～ 15 富山県総合体育センター

中止 全日本選手権（マスターズの部） 県予選 4/26 県立総合体育館 延期→中止

中止 全日本社会人卓球選手権 県予選 4/26 県立総合体育館 延期→中止

5/15 中止 第２回　中国ラージボール卓球選手権大会 9/26 ・ 27 山口県キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

延期 国体を目指すジュニア強化事業 8/13 ・ 14 県立総合体育館　武道場 詳細未定

中止 広島市高校卓球選手権（団体・個人） 8/8 ・ 9 安佐北区SC

中止 2020年度全日本卓球選手権（ジュニアの部） 市予選 7/25 ・ 26 マエダハウジング東区ＳＣ

4/20 中止 広島市ラージボール卓球大会（３ダブルス）

中止 広島市オープンラージ卓球大会（二人三脚）

中止 前期　広島市卓球リーグ

中止 広島市レディース卓球大会

延期 2020年度　公認審判員資格取得試験 詳細未定

中止 広島ジュニア卓球サーキット（第3～4）　

中止 初心者卓球練習会（普及委員会） 練習会 佐伯区ＳＣ ８月末まで

中止 卓球練習会（マスターズ委員会） 練習会 マエダハウジング東区ＳＣ ８月末まで

中止 大人の卓球教室（競技力向上委員会） 練習会 県立総合体育館　武道場 ８月末まで

中止 県シニア総合スポーツ大会　ラージボール卓球大会 5/31 東広島運動公園　体育館

中止 全国健康福祉祭ぎふ大会 県予選 5/16 三原リージョン

中止 広島県ラージボール卓球大会 5/16 三原リージョン

中止 なかよしルンルン前期大会

4/13 中止 広島県中学高校卓球大会　 市予選 5/23 安佐北区SC

延期 全日本選手権（カデットの部） 県予選 8/16 安佐北区SC 詳細未定

中止 ひろしまオープン小学生大会（東広島） 7/18 ・ 19 東広島運動公園　体育館

中止 国体（成年男女） 県予選 7/5 県立総合体育館　武道場

中止 県中学高校卓球大会、国体（少年男女）　 県予選 7/4 ・ 5 シシンヨーオークアリーナ

中止 VICTAS杯　県小中学生オープン卓球交流会 6/20 みよし公園カルチャーセンター

中止 県ラージボールリーグ（前期大会） 6/7 庄原総合体育館

中止 県レディース　ホップ・ステップ・ジャンプ 6/7 廿日市市SC

中止 全国ホープス（団体） 県予選 6/6 安佐南区SC

中止 全日本クラブ選手権 県予選 5/24 シシンヨーオークアリーナ

中止 全日本（ホープス・カブ・バンビ） 県予選 5/17 府中ＴＴＣアリーナ

中止 中国卓球選手権 県予選 5/3 三原リージョン

中止 卓球練習会（マスターズ委員会） 練習会 5/21 ・ 28 マエダハウジング東区ＳＣ
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中止 広島ジュニア卓球サーキット　第2ステージ 5/16 安佐北区ＳＣ

中止 ひろしまオープンレディース卓球大会 5/13 ・ 14 マエダハウジング東区ＳＣ

中止 初心者卓球練習会（普及委員会） 練習会 5/8 ・ 22 佐伯区ＳＣ

中止 広島市親善交歓卓球大会 5/6 安佐北区SC

中止 広島ジュニア卓球サーキット　第1ステージ 4/29 安佐北区ＳＣ

中止 後期　広島市リーグ（女子７部・女子チャレンジ） 4/29 マエダハウジング東区ＳＣ

延期 全日本選手権（マスターズの部） 県予選 4/26 県立総合体育館 詳細未定

延期 全日本社会人卓球選手権 県予選 4/26 県立総合体育館 詳細未定

中止 広島市スプリング卓球大会 4/25 安芸区ＳＣ

中止 広島市ラージボール卓球大会 4/19 中区ＳＣ

延期 全国レディース（ダブルス）、交流ダブルス大会 県予選 4/18 安芸区ＳＣ 詳細未定

延期 国体を目指すジュニア強化事業 4/12 中区ＳＣ 詳細未定

中止 広島県ラージボールダブルス大会 4/11 びんご運動公園

中止 全国ラージボール卓球大会 県予選 4/11 びんご運動公園

中止 卓球練習会（マスターズ委員会） 練習会 4/9 ・ 23 マエダハウジング東区ＳＣ

延期 全国レディース（団体）、交流団体戦 県予選 4/5 安芸区ＳＣ 詳細未定

中止 初心者卓球練習会（普及委員会） 練習会 4/3 ・ 17 佐伯区ＳＣ

中止 広島市親善交歓卓球大会（3ミックスダブルス団体） 3/29 安佐北区ＳＣ

中止 中国電力の選手とふれあいの会（レディース委員会） 3/27 中区ＳＣ

中止 広島市チャレンジカップ 3/21 安佐南区ＳＣ

中止 広島市ジュニア強化候補選手　第１次選考大会 3/14 安佐北区ＳＣ

中止 初心者卓球練習会（普及委員会） 練習会 3/13 ・ 27 佐伯区ＳＣ

中止 卓球練習会（マスターズ委員会） 練習会 3/12 ・ 19 マエダハウジング東区ＳＣ

中止 大人の卓球教室（競技力向上委員会） 練習会 3/10 県立総合体育館　武道場

中止 2019卓球競技指導者養成講習会 講習会 3/7 安佐南区ＳＣ

中止 広島ジュニア卓球サーキット　第10ステージ 3/7 安佐北区ＳＣ

中止 ピースメモリアル卓球大会 3/5 マエダハウジング東区ＳＣ

中止 東アジアホープス卓球大会日本代表選手広島県代表選手選考会 3/8 佐伯区ＳＣ

中止 ひろしま国際オープン卓球選手権大会 3/20 ～ 22 県立総合体育館
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