
令和 ４年度行事(大会)日程表（案）

会    場 大　　会　　名 会    場 大会名 会    場

4/20～24 水～日 第31回 日本リーグ (ビッグトーナメント) 福島・南相馬市スポーツセンター 4/23 土 第31回 いしかわｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ交流大会 いしかわ総合ｽﾎﾟｾﾝｻﾌﾞ

5/13～15 金～日 北信越大学連春季大会〔ｲﾝｶﾚ予選〕

5/21.22 土・日 ゆーりんピック2022卓球交流大会 いしかわ総合ｽﾎﾟｾﾝｻﾌﾞ

6/17～19 金～日 第61回 北信越高等学校対抗選手権 富山・

6/22～26 水～日 2022 日本リーグ(前期) 和歌山・ビックホエール 5/28 土 第23回  県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会STS

6/24～26 金～日 第35回 全国ラージボール大会 香川・高松市総合体育館

6/30～7/3 木～日 第72回 全日本実業団選手権 徳島・アミノバリューホール（鳴門県民体育館）

7/6～10 水～日 第91回 全日本大学総合選手権（団体の部）：インカレ 愛知・スカイホール豊田 6/2～5 木～日 県高等学校総合体育大会 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

7/28～31 金～日 2022 全日本選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) 兵庫・グリーンアリーナ神戸

7/16～18 土～月 第74回 中部日本選手権（一般・ジュニア） 三重・サオリーナ

木～土 第36回 全国ホープス東日本ブロック大会 東京・八王子エスフォルタアリーナ 7/16.17 土・日 第75回 県中学校卓球大会 加賀市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

7/29～8/8 金～月 第91回 全国高校選手権 愛媛・宇和島市総合体育館

8/2～4 火～木 第42回 北信越中学校 長野・安曇野市総合体育館（ANCｱﾘｰﾅ） 8/7 日 第73回 県民スポーツ大会 若宮公園体育館

8/9～12 火～金 第66回 全国教職員大会 岡山・ジップアリーナ岡山 8/31～9/2 水～土 北信越大学連夏大会〔全日学予選〕

8/13～15 土～月 第42回 全国ホープス大会 東京・東京体育館

8/13 土 第43回 北信越国体 福井・福井県営体育館 10/9 日 第47回  県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｻﾌﾞ

8/14 日 第77回 北信越選手権 福井・福井県営体育館

8/19～22 金～月 第53回 全国中学校大会 北海道・苫小牧市総合体育館 第29回北信越視覚障害者理事長ＳＴＳ大会

8/27・28 土・日 第74回 中部日本選手権(カデット・ホープス・カブの部) 長野・ホワイトリンク

8/27～28 土～日 第43回 全国レディース大会 山口・防府市ソルトアリーナ防府 11/10～12 木～土 県高等学校新人 七尾総合市民体育館

北信越大学秋季大会

第15回金沢視覚障害者ＳＴＳ館長大会

12/3.4 土・日 全国中学生卓球強化練習会 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

9/17～18 土～日 2022 全国レディース大会北信越ブロック 福井・福井県営体育館

9/22～25 木～日 第41回 全日本クラブ選手権 石川・いしかわ総合スポーツセンター 2023年
第39回 県教職員　　　　　

10/1～2 土～日 第35回 全国レディース・ブロック大会(北信越) 福井・

10/1～5 土～水 第77回 国民体育大会卓球競技 栃木・TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）

10/14～16 金～日 2022 全日本選手権（団体の部） 鹿児島・あいﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾘｰﾅ松元

10/20～23 木～日 第89回 全日本学生選手権（個人の部） 滋賀・YMITアリーナ

10/28～30 金～日 2022 全日本選手権（カデットの部） 奈良・ﾛｰﾄｱﾘｰﾅ奈良（中央体育館）

10/28～30 金～日 第56回 全日本社会人選手権 長野・安曇野市総合体育館（ANCｱﾘｰﾅ）

（講習会)

上級審判講習会

6/4 土 ラージボール講習会 河北台健民体育館

6/11 土 県小学生講習会（加賀地区） 小松市総合体育館

6/12 日 県審判講習会 県地場産

11/4～6 金～日 2022 全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 静岡・小笠山総合運動公園（ｴｺﾊﾟｱﾘｰﾅ） 2/25.26 土・日 県中学･高校指導者講習会 若宮公園体育館

11/12～15 土～火 第35回 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 神奈川・横須賀市総合体育館 ＳＴＳ審判ルール研修会（クラブ員・審判委員）

11/16～20 水～日 2022 日本リーグ(後期) 三重・サオリーナ

11/19～20 土～日 西日本レディース卓球フェスタ 鹿児島・西原商会アリーナ

11/19～20 土～日 第77回 北信越選手権（マスターズ） 福井・AW-1体育館

11/26～27 土～日 第19回 全日本学生選抜 北海道・苫小牧市総合体育館

12/2～4 金～日 2022 全日本選手権（マスターズの部） 岡山・ジップアリーナ岡山

12/10・11 土～日 第8回 北信越選手権(ホープス・カブ・バンビ) 富山・富山市総合体育センター

12/10～11 土～日 2022 日本リーグ (JTTLﾌｧｲﾅﾙ４) 宮崎・宮崎市総合体育館

12/18 日 第37回 北信越団体選手権 富山・富山市総合体育センター

12/16～18 金～日 2022 北信越高校選抜卓球大会 富山・ 2023年度 北信越国体及び北信越選手権 新潟県

12月17日 土 2022 日本リーグ (JTTL選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会) 神奈川・横浜武道館 全国レディース・ブロック大会(北信越) 富山県

中部日本選手権大会（一般・ｼﾞｭﾆｱ） 富山県

2023年 北信越マスターズ 新潟県

1/23～29 月～日 2022 全日本選手権（一般・ジュニアの部） 東京・東京体育館 全国ホープス選抜 富山県

/ 第49回 北信越高校１年生選抜卓球大会 全国ラージボール大会 福井県

2024年度 北信越国体及び北信越選手権 石川県

火～水 第26回 全国レディ－ス・フェスティバル 大阪・丸善インテックアリーナ大阪 全国レディース・ブロック大会(北信越) 石川県

中部日本選手権大会（一般・ｼﾞｭﾆｱ）

3/24～26 金～日 第20回 全国ホープス選抜 鹿児島・西原商会アリーナ 北信越マスターズ 石川県

3/25～28 土～火 第50回 全国高校選抜 愛知・スカイホール豊田

3/25～26 土～日 第22回 全国中学選抜 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

10/16

日 第33回

土・日

土 第77回

2/4.5

11/27

12/11

第82回

土

水（祝）

11/19

11/23

10/23

11/5

3/4

石川県中学校選抜卓球大会

県選手権大会 (ジュニア・混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 七尾総合市民体育館

県団体選手権大会(一般男子・女子）第77回

河北台健民体育館

（調　整　中）

月・火

日 金沢市浅野川体育館

日

第23回

日 2022

2/23

12/17

日

日

土

木（祝）

12/10 土

白山市若宮公園体育館

全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ選手権県予選

3/5 日

加賀市スポーツセンター

6/25.26

いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（ｻﾌﾞ）

河北台健民体育館

金沢市浅野川体育館

金沢市中央体育館

大阪国際招待選手権＆後藤杯石川県予選（ｶﾃﾞｯﾄ・ﾎｰﾌﾟ
ｽ・ｶﾌﾞ）

全日本選手権 (一般の部)　県予選　(混合・男女ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

いしかわ総合スポーツセンター

（調　整　中）

第37回

第77回

大阪国際招待選手権＆後藤杯石川県予選（一般
SD）

白山市若宮公園体育館

県ラージボール大会 (シングルス・ダブルス)

金沢市浅野川体育館

日 第74回
第56回

中部日本選手権　県予選
全日本社会人選手権　県予選

県レディース大会  （シングルス）

日

11/13

県中学生選抜新人大会〔地区別〕

白山市若宮公園体育館全日本選手権（カデットの部ダブルス）　県予選

下旬

土・日

2022水

全農杯石川県小学生卓球大会（ｼﾝｸﾞﾙｽ）ホカバ石川県予選

県小学生大会（団体）

第45回

全日本実業団選手権　県予選　第72回

第27回

月（祝）

県卓球ペア・フェスティバル　

全日本選手権 （マスターズの部）　県予選2022

七尾総合市民体育館

2022

4/24 日 白山市若宮公園体育館

河北台健民体育館

日

5/15

全国レディース大会県予選

第77回

日

第74回

第33回

6/19 日

4/30.5/1 土・日

第41回 全日本クラブ選手権　県予選

第35回

第36回日

土

5/22

河北台健民体育館

河北台健民体育館

5/15

令和4．4.9

第22回 全国百万石オープン卓球大会　（一般の部）

第76回

県　　卓　　連　　主　　催 全国・東日本・中部・北信越 大学・高体連・中体連・その他

国体（少年の部）　県代表選考会　

月 日 (曜)

一般社団法人 石川県卓球連盟　

月日 (曜)

いしかわ総合スポーツセンター

月 日 (曜) 大　　　会　　　名

土・日4/16.17

2022

5/8

県選手権大会 (一般シングルス・ダブルス)

白山市若宮公園体育館

県レディース大会（ダブルス）

県団体選手権大会(小学生の部・ﾚﾃﾞｨｰｽの部）

河北台健民体育館
＆河北台体育館

第21回

2023

第82回

2022

第37回 県ジュニア団体対抗大会

白山市若宮公園体育館

県選手権大会 (カデット男女)第82回

県選手権大会 (年代別・ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ)第82回

県ラージボール大会 （団体）

七尾総合市民体育館

白山市若宮公園体育館全日本選手権（カデットの部シングルス）　県予選

9/19

県レディース大会  （団体）

白山市若宮公園体育館

北信越団体選手権石川県予選

 平成2023年度以降開催予定の(全国･中部･北信越)大会
金沢市浅野川体育館

金沢市浅野川体育館

白山市若宮公園体育館

国体 （成年の部）　県１次選考会

2022

2022土

県ジュニア選手権

11/6 日

第31回

国体 （成年の部）　県2次選考会

中部日本選手権（カデットの部）　県予選

第75回

5/29

全日本選手権 (一般の部)　県予選　(男女ｼﾝｸﾞﾙｽ）

5/28

9/18 日 2022
東京卓球選手権大会＆北信越ホカバ県予選（東
京はホープス・カブ）

白山市若宮公園体育館

7月

第1回

第38回

いしかわ総合スポーツセンター

　各地区

全国百万石オープン卓球大会　（小学生の部）

7/31 日 第22回 全国百万石オープン卓球大会　（レディース＆ラージボールの部） いしかわ総合スポーツセンター

8/10

9/11

9/3.4 土・日

8/8～9


