
　

月 大　　　会　　　名 日 曜日 ランキングポイントなど 会　　場 主　管

静岡県中学卓球選手権（団体の部） ３ 火 静岡県武道館 中学生委員会

前期強化リーグ戦兼強化指定選手選考会中体連シード戦卓球大会 ４ 水
ランキングポイント加算大会
強化指定選手男女２名選出 静岡県武道館 中学生委員会

静岡県強化練習会（団体） １８ 土 春団体ベスト８＋推薦チーム このはなアリーナ 中学生委員会

中部日本卓球選手権大会（カデット以下）県予選 ２５ 土 島田ローズアリーナ 中学生委員会

中体連静岡県大会（団体） ２７ 水 静岡県武道館 中体連

中体連静岡県大会（午前団体準決、決勝 ・ 午後個人一回戦） ２８ 木 静岡県武道館 中体連

中体連静岡県大会（個人） ２９ 金 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 中体連

全日本卓球選手権（カデット）西部地区予選 ３１ 日 磐田市総合体育館 磐田卓球協会

中体連東海大会（団体） ９ 火
小牧市スポーツ公園総合体育館
パークアリーナ小牧 東海中体連

中体連東海大会（個人） １０ 水 ランキングポイント加算大会
小牧市スポーツ公園総合体育館
パークアリーナ小牧 東海中体連

全日本卓球選手権（カデット）東部地区予選 ６ 土 三島市民体育館 三島卓球協会

全日本卓球選手権（カデット）中部地区予選（女子） ６ 土 静岡県武道館 島田卓球協会

全日本卓球選手権（カデット）中部地区予選（男子） ７ 日 静岡県武道館 島田卓球協会

全日本卓球選手権（カデット）県一次予選（女子） 兼 東海卓球選手権（カデット）県予選（女子） １４ 日 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 中学生委員会

全日本卓球選手権（カデット）県一次予選（男子） 兼 東海卓球選手権（カデット）県予選（男子） １６ 火 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 中学生委員会

全国中学校卓球大会（開会式） ２１ 日 富山県高岡市竹平記念体育館 日本中体連

全国中学校卓球大会（団体） ２２ 月 富山県高岡市竹平記念体育館 日本中体連

全国中学校卓球大会（団体・個人） ２３ 火 ランキングポイント加算大会 富山県高岡市竹平記念体育館 日本中体連

全国中学校卓球大会（個人） ２４ 水 ランキングポイント加算大会 富山県高岡市竹平記念体育館 日本中体連

全日本卓球選手権（ジュニア）県大会 １０ 土 静岡県武道館 高校生委員会

全日本卓球選手権（カデット）県最終予選会 １９ 月 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 中学生委員会

静岡県近隣中学交流大会（団体） ９ 土 このはなアリーナ 中学生委員会

静岡県近隣中学交流大会（団体） １０ 日 このはなアリーナ 中学生委員会

１１月 全日本卓球選手権大会（カデットの部） １９～２１ 土～月 ランキングポイント加算大会
小瀬スポーツ公園体育館
（山梨県甲府市） 山梨県卓球協会

大阪選手権大（カデット以下） 兼 名古屋オープン（カデット以下）県予選会 ４ 土 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 島田卓球協会

全国中学選抜県予選 兼 静岡県中学新人卓球大会（団体の部） １７ 土 静岡県武道館 中学生委員会

静岡県中学新人卓球大会（個人の部） １８ 日 ランキングポイント加算大会 静岡県武道館 中学生委員会

個人強化練習会（羅武漢氏予定） ２４ 日
全日本カデット出場者（Ｓ・Ｄ）
県新人戦ベスト１６および推薦

者

島田ローズアリーナ 小・中学生委員会

個人強化練習会（羅武漢氏予定） ２５ 月
全日本カデット出場者（Ｓ・Ｄ）
県新人戦ベスト１６および推薦

者

島田ローズアリーナ 小・中学生委員会

国体強化練習会兼指導者講習会 ２７ 火 カデットダブルスベスト８（予定） 静岡県武道館 中体連・高体連

国体強化練習会兼指導者講習会 ２８ 水 県新人戦ベスト８（予定） このはなアリーナ 中体連・高体連

１月 会長杯争奪卓球大会兼東京卓球選手権県予選(カデットの部） ８ 日 静岡県武道館 中学生委員会

後期静岡県強化リーグ戦１部兼強化指定選手選考会 ４ 土
県新人戦ベスト６４以内

強化指定選手男女２名選出 島田ローズアリーナ 中学生委員会

静岡県強化リーグ戦２部 １１ 土
県新人戦ベスト６４以外

＋県部長地区部長推薦選手 このはなアリーナ 中学生委員会

羽佳純子カットマン講習会 １８ 土 静岡県武道館 普及委員会

３月 静岡県強化練習会（団体） ２５ 土 県新人戦ベスト８＋推薦チーム 静岡県武道館 中学生委員会

月 大　　　会　　　名 日 曜日 出場者チーム 会　　場 主　管

８月 中部日本卓球選手権（カデット以下） ２７～２８ 土～日 予選会通過者
富山県西部体育センター
（富山県砺波市）

富山県卓球協会

１１月 東海卓球選手権大会 ４～６ 金～日 予選会通過者 三重県営サンアリーナ 三重県卓球協会

１月 名古屋オープン（後藤杯）カデット以下 ２１～２２ 土～日 予選会通過者 一宮市総合体育館 愛知県卓球協会

２月 ６県（静岡・山梨・長野・埼玉・群馬・千葉）交流大会 １１～１２ 土～日 ランキングポイント上位者推薦 緑が丘運動公園（甲府市） 山梨県卓球協会

東京選手権 １～５ 水～日 予選会通過者 東京体育館 東京都卓球連盟

東海中学選抜卓球大会（団体） 4 土 予選会通過チーム 掛川さんりーな 東海中学卓球部会

碧南（東海・福井）交流大会 １１～１２ 土～日 ランキングポイント上位者推薦 碧南市臨海体育館 愛知県卓球協会

全国中学選抜大会 ２６～２７ 土～日 予選会通過チーム 山形総合運動公園 山形県卓球協会

７月

平　　成　　２８　　年　　度　　中　体　連　・　中　学　生　委　員　会　年  間  計　画　（案）　
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