
月 日 曜 締切日

4/20～24　日本リーグ・ビッグトーナメント (福島)

5/5（木・祝） 5/3（火・祝）
高校春季大会Ｓ 中学春季大会Ｓ
5/28(土) 5/4（水・祝）
インターハイ予選S・D 中学春季大会Ｔ 未定　レフリー上級審判講習会 (大阪中央)

5/29(日) 5/5（木・祝）
インターハイ予選(Ｓリーグ) 全農杯全日本選手権

ホープス・カブ・バンビ予選

5/21(土)　　　
6/4（土） 全国ホープス予選T
インターハイ予選D・T

6/5(日)
インターハイ予選T
6/12(日)
国体選考会(少年)

7/26(火)
県中学総体 6/22～26　日本リーグ（前期） (和歌山)

7/28(木) 6/24～26　全国ラージボール大会 （香川）

県中学総体 6/30～7/3　全日本実業団 (徳島)

7/16(土)～18(月・祝) 7/29(金) 7/6～10　全日本大学総合(団体) (愛知)

近畿高校選手権大会 県中学総体 7/28～31　全日本選手権ホープス以下 (神戸)

7/29(金)～8/8(月) 7/31(日)
全国高校選手権大会 近畿選手権大会予選

8/5（金）6（土） 8/9～12　全国教職員大会 (岡山)

近畿中学総合体育大会 8/13～14　国体近畿ブロック大会 (京都)

8/19(金)～22(月) 8/13～15　全国ホープス (東京)

全国中学校大会 8/27～28　全国レディース (山口)

8/22（月）23(火) 8/27～28　西日本ホープス (高知)

奈良県中学校選手大会
 兼全日本予選(カデットＳ・Ｄ)

9/18(日) 9/18(日) 9/9～11　近畿選手権大会 (滋賀)

県高校選抜Ｓ 東京・大阪・後藤杯 9/17～18　スポーツ指導者研修(コーチ1) (大阪)

9/25（日） 選手権予選 9/17～19　後藤杯（一般） (愛知)

全日本予選(ジュニア)S 9/22～25　全日本クラブ選手権 (石川)

10/1～5　国民体育大会 (栃木)

10/12　近畿レディースブロック大会 (大阪)

10/14～16　全日本団体 (鹿児島)

10/16(日) 10/20～23　全日本大学総合(個人) (滋賀)

全国ホープス選抜・ 10/28～30　全日本選手権(カデット) (奈良)

東アジアホープス予選 10/28～30　全日本社会人 (長野)

11/4～6　全日本ラージボール選手権 (静岡)

11/12　　近畿上級審判講習会 (大阪中央)

11/12～15　全国健康福祉祭（ねんりんピック） (神奈川)

11/5（土） 11/16～20　　　日本リーグ（後期） (三重)

全国高校選抜予選Ｓ・D 11/19～20　　　　西日本レディース （鹿児島)

11/6（日） 11/13(日) 11/19～20　スポーツ指導者研修(コーチ2) (大阪)

全国高校選抜予選Ｄ 中学新人大会 11/26～2７　全日本学生選抜 （北海道）

11/12(土)13(日) 11/18（金）～11/20（日） 11/26　大阪マスターズ選手権（60～） (大阪)

全国高校選抜予選Ｔ パスウェイ・ブロック別 11/27　大阪マスターズ選手権（30～50） (大阪)

11/19(土)
ジュニア大阪・東京選手権予選Ｓ

12/18(日) 12/2～4　全日本マスターズ (岡山)

県スポーツ少年団Ｔ 12/10～11　日本リーグ（ファイナル４） （宮﨑)

12/24（土）～26(月) 12/18(日)
近畿新人大会 中学新人大会T

2023 1/15(日) 1/15(日) 1/4～5　東京卓球選手権（ホープス・カブ） (東京)

1 全国高校選抜予選Ｓ 小学生オープン大会Ｔ
1/21～22　後藤杯（Ｃ・Ｈ・Ｃ） (岡崎)

1/23～29　全日本選手権 (東京)

2/5(日) 2/12(日) 2/17～19　大阪国際選手権 (大阪府立)

県選手権大会(ジュニア)Ｓ 中学1年生大会Ｔ 2/28～3/1　全国レディースフェスティバル (大阪中央)

3/24(金)～26(日)
全国ホープス選抜大会
3/26(日)
中学1年生大会Ｓ

3/24(金)～27(月) 3/25(土)～26(日) 3/14～19　東京卓球選手権（一般・年代別） (東京)

全国高校選抜大会 全国中学選抜大会
3/22(水)～23(木) 3/30（木）
高校強化交流会 近畿少年少女講習会

(注)高校、中学、小学生は一般の競技会に参加するときも、
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(橿原)

２０２２年度　　競技会予定表
（一社）奈良県卓球協会

一　　　般 高　　　校 小　・　中　学 全　国　他
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(橿原)

3 日 審判部研修会 (南部)

11 月 なら大仏リーグ (奈良)
4

別途
４／１0　　　　　１4時　県卓球協会総会

29 金・祝

(平群)
22 日 近畿選手権予選Ｓ (奈良) 5/8

春季大会Ｓ (奈良) 4/15

8 日 全日本クラブ選手権予選Ｔ (橿原) 4/24

20 金 県レディースTオープン (奈良) 5/6

29 金・祝 全国レディース予選 (南部) 4/22

(南部)
(平群)

(橿原) (橿原)

14 土
ならシニア元気フェスタ

(橿原) 4/23 (奈良) (橿原)
（ラージ）Ｓ(ねんりん選考会)

(南部)5/29
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6 月 なら大仏リーグ (奈良) 別途

12 日 国体予選(一般) (五條)

(橿原)

(橿原)

(五條)

24 金 県レディース大会Ｔ (奈良) 6/10

全日本マスターズ予選Ｓ
7/17

（神戸）

19 日 大学夏期大会Ｓ・Ｄ  (奈女大) 別途

31 日
全日本社会人予選Ｓ・Ｄ

(奈良)

(橿原)

(郡山)
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8

(郡山)

（愛媛）

(北海道)

7
10 日 県体(市郡対抗)Ｔ (郡山) 別途

5 月 なら大仏リーグ (奈良) 別途 (五條)
(平群)

(奈良)17 土 労福協大会T (南部) 別途

金 県レディースシングルス大会 (奈良) 9/23

3 木・祝 大阪選手権予選Ｓ・Ｄ （平群） 10/20
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23 日

(南部)

23 日 全日本予選D (橿原) 10/9

(橿原)

9/26

(五條)

10 月・祝 全日本予選Ｓ (奈良)

9/2415 土
社会人オープン
（硬式・ラージ）Ｓ・Ｄ

(滝寺SC)

(奈良) 別途

県スポーツ・レクリエーション祭
(橿原) 10/2

（ラージ）Ｓ

(香芝)

(橿原)

13 日 大学選手権大会 (奈教大) 別途

(滋賀)

12
13 火 県レディース大会Ｄ (奈良) 11/29 (平群)

(橿原)

23 水・祝 東京選手権予選Ｓ・Ｄ （南部） 11/9 (桜井)

20 日 秋季大会T (奈良) 11/6

14 月 なら大仏リーグ

27 金 県レディース新春大会 (奈良) 1/13

(南部)

(橿原)

7 土 新春会長杯Ｔ (奈良) 12/17 (平群)

(奈良)

2 (奈良) (橿原)25 土
奈良マスターズオープン
（硬式・ラージ）Ｓ・Ｄ

(滝寺SC) 2/4

(奈良)
全国ラージボール大会予選

(鹿児島)

13 月 なら大仏リーグ

2/19 (愛知)

19 日
全日本ラージボール選手権予選

(橿原)(奈良) 3/5

(宮城)
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　　　　（一社）奈良県卓球協会事務所宛　電話・FAX　0742-31-4092

　　 それぞれの統括者宛に申し込むこと。          ＵＲＬ　http://www.nara-ktta.com/

(奈良) 別途 (橿原)

各競技会の内容はホームページに記載。 〒631-0827　奈良市西大寺小坊町1番6号　西大寺ビル３F

3

5 日 県選手権大会Ｔ (奈良) 2/5

19 日 県選手権大会Ｓ・D

4 2 日 審判部研修会 (南部)


