
日 (曜日) 大　　　　会　　　　名 会　　場 次年度予定地 日 (曜日) 大　　　　会　　　　名 開催地

17(土) 中国高校選手権３地区予選会 ３地区 ３地区 21(水)～25(日) 日本リーグ(ビッグトーナメント) 宮崎県

24(土)～25(日) 中国高校選手権県予選会 米子市民体育館 中部

25(日) 第１３回鳥取県ラージボール卓球春季大会 あやめ池スポセン あやめ池スポセン

5(水) 第３３回鳥取県ホープス卓球大会(個人） 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 全国公認レフェリー・上級公認審判員研修会

兼全日本卓球選手権大会（ホープス以下）県予選会 中国学生卓球選手権大会・春季

8(土) 因伯シルバー大会(兼 ねんりんピック選手選考会) あやめ池スポセン

8(土) 第１８回鳥取県中学生団体リーグ戦 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館

9(日) 実業団・全日本クラブ・中国選手権県予選会 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館

15(土) 第４４回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会鳥取県予選会 あやめ池スポセン

15(土) 第１４回鳥取県ﾚﾃﾞｨｰｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾘｰｸﾞ戦卓球大会 あやめ池スポセン

16(日) 強化練習会 青谷トレセン

29(土)～31(月) 第５５回鳥取県高校総合体育大会 鳥取産業体育館 西部

12(土) 第３３回鳥取県ホープス卓球大会(団体） 琴浦町総合体育館 倉吉体育文化会館 19(土)～20(日） 中国卓球選手権大会 鳥取市

兼　全国ホープス県予選会 24(木)～27(日） 中国高校卓球選手権大会 鳥取市

26(土) 強化練習会 青谷トレセン 23(水)～2７(日) 日本リーグ(前期) 千葉県

10(土) 第７５回国民体育大会県予選会(少年) 米子市民体育館 倉吉体育文化会館 1(木）～4(日） 全日本大学総合卓球選手権（団体） 京都府

11(日) 第７５回国民体育大会県予選会(少年・成年) 米子市民体育館 倉吉体育文化会館 3(土）～4(日） 中国地区高専体育大会 山口県

11(日) 全日本社会人・全日本マスターズ県予選会 米子市民体育館 倉吉体育文化会館 22(木)～25(日) 全日本卓球選手権大会(ﾎｰﾌﾟｽ以下) 神戸市

11(日) 後藤杯名古屋オープン県予選会（一般・ジュニア） 米子市民体育館 倉吉体育文化会館 24(日)～8/6(土) オリンピック競技大会（卓球競技） 東京都

11(日) 第３２回鳥取県ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 あやめ池スポセン あやめ池スポセン 30(土)～8/2(火) 全国教職員卓球大会 福島県

17(土)～18(日) 強化練習会 青谷トレセン 31(土)～8/1(日) 国民体育大会中国ブロック予選(成年・少年) 岡山市

22（木）～23(金) 第４７回鳥取県中学校総合体育大会 鳥取産業体育館 倉吉体育文化会館

8(日) 強化練習会 大栄体育館 6(金)～8(日) 中国中学卓球選手権大会 鳥取県

21(土) 第２５回鳥取県卓球選手権大会(カデット) 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 12(木)～17(火) 全国高校卓球選手権大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ) 富山県

兼　全日本選手権（カデット）県予選会 16(月)～18(水) 全国ホープス卓球大会 京都府

22（日） 第１０回鳥取県団体リーグ戦 倉吉体育文化会館 鳥取県民体育館 23(月)～26(木) 全国中学卓球選手権大会 栃木県

28(土)～29(日) 西日本ホープス卓球大会 鳥取市

28(土)～29(日) 全国高専体育大会 福島県

25(水)～9/3(金) パラリンピック競技大会（卓球競技） 東京都

中国学生卓球選手権大会・秋季

4(土)～5(日) 第４２回全国ベテラン卓球ゆりはま東郷大会 あやめ池スポセン あやめ池スポセン 2(木)～5(日) 全日本実業団選手権大会 山形県

4(土) 強化練習会 青谷トレセン 17(金)～19(日) 全国レディース大会 大阪府

5(日) 強化練習会 大栄体育館 18(土)～20(月) 後藤杯名古屋オープン卓球大会(一般･ジュニア） 愛知県

23(木)～26(日) 全日本クラブ選手権大会 滋賀県

3(日) 強化練習会 大栄体育館 1(金)～4(月) 国民体育大会 三重県

9(土) 全日本選手権(ジュニア)県予選会 倉吉体育文化会館 8(金)～10(日) 全日本卓球選手権大会(ﾏｽﾀｰｽﾞ) 福島県

10(日) 全日本選手権(一般)県予選会 倉吉体育文化会館 9(土)～11(月) 日本卓球協会パスウェイＵ１０・１５中四国ブロック 鳥取県

16(土)～17(日) 第２２回県民スポーツレクリエーション祭 青谷町トレセン 15(金)～17(日) 全日本卓球選手権大会(団体） 栃木県

23(土)～24(日) 高校新人戦３地区予選会 ３地区 ３地区 16(土)～17(日) 第３５回中国レディース卓球大会 鳥取市

24(日) 第３４回鳥取県卓球選手権大会(小学生個人) 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 28(木)～31(日） 全日本大学総合卓球選手権（個人） 埼玉県

24(日) 東京卓球選手権県予選会（カデット） 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 29(金)～31(日) 全日本卓球選手権(ｶﾃﾞｯﾄ) 愛知県

30(土)～31(日) 第３６回「わかとり国体記念」卓球大会 青谷町トレセン 青谷 29(金)～31(日) 全日本社会人卓球選手権大会 山梨県

30(土)～31(日) 日本卓球協会指導者講習会 鳥取県

30(土)～11/2(火) 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 岐阜県

5(金)～7(日) 第５８回鳥取県高校新人戦卓球大会 倉吉体育文化会館 東部 9(火)～10(水) 西日本レディース卓球フェスティバル 神戸市

第６回青谷オープン卓球大会 青谷町トレセン 青谷 10(水)～14(日) 日本リーグ（後期） 埼玉県

14(日) 第1８回鳥取県ラージボール卓球選手権大会 あやめ池スポセン あやめ池スポセン 27(土)～28(日) 全日本学生選抜

14(日) 第３回全日本ラージボール選手権大会県予選会 あやめ池スポセン あやめ池スポセン 中国五大学学生競技会

14(日) 第1９回全国ホープス選抜卓球大会選手選考会 米子産業体育館

14(日) 後藤杯名古屋オープン県予選会（ホープス・カデット） 米子産業体育館

14(日) 大阪国際オープン県予選会（カデット） 米子産業体育館

20(土)～21(日) 第６６回近県硬式卓球選手権大会 鳥取県民体育館 鳥取市

28(日) 東アジアホープス卓球大会鳥取県予選会 青谷トレセン

11(土) 第６９回鳥取県卓球選手権大会(一般・個人） 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 4(土)～5(日) 日本リーグ・JTTLファイナル４ 長野県

12(日) 第６９回鳥取県卓球選手権大会(一般・団体） 倉吉体育文化会館 倉吉体育文化会館 17(金)～19(日) 全国高校選抜中国地区予選会 鳥取県

25(土)～26(日) 第４３回鳥取県中学校選抜卓球大会 米子市民体育館 東部 中国新人学生卓球選手権大会

16(日) 第３４回鳥取県卓球選手権大会(小学生団体) 琴浦町総合体育館 倉吉体育文化会館 22(土)～23(日) 後藤杯名古屋オープン卓球大会(カデット以下） 愛知県

22(土)～23(日) 強化練習会 青谷トレセン 24(月)～30(日) 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニア) 東京都

28(金)～30(日) 東アジアホープス日本代表選考会 東京都

中国中学選抜卓球大会

13(日) 第２２回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭(冬季大会) 青谷トレセン 8(火)～9(水) 全国レディース卓球フェスティバル 大阪府

26(土) 強化練習会 青谷トレセン 11(金)～13(日) 全日本ラージボール選手権大会 茨城県

18(金)～20(日) 大阪国際オープン卓球大会 大阪市

18(金)～20(日) 日本卓球協会パスウェイＵ１０中央合宿 鳥取県

6(日) 総会 倉吉市 倉吉市 全山陰小学生卓球大会 松江市

19(土)～20(日) カデットＴＯＴＴＯＲＩオープン 鳥取県民体育館 鳥取県民体育館 4(金)～6(日) 全国ホープス選抜大会 広島県

15(火)～20(日) 東京卓球選手権大会 東京都

18(金)～21(月) 全国高校選抜卓球大会 栃木県

19(土)～20(日) 中国ラージボール卓球選手権大会 広島県

26(土)～27(日) 全国中学選抜卓球大会 愛媛県
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