
月 月

8(日) 松江市長杯卓球大会 総合体育館 21(日) 東アジアホープス県予選 江津市民体育館 7(土)・8(日) ひろしまオープン 広島県立総合体育館

14(土) 小・中学生強化練習会 海洋センター 27(金)～30(日) 中国高校選手権大会県予選 出雲カミアリーナ

22(日) 松江レディース卓球協会杯卓球大会 海洋センター

6(日) 鐘築杯卓球大会 中学生の部 総合体育館 12(土) 中学生選手権大会 松江市総合体育館

26(日) 小・中学生強化練習会 海洋センター 20(日) 中国選手権県予選 斐川第１体育館

27(日) 松江レディース卓球講習会 海洋センター 20(日) 全日本社会人県予選 斐川第１体育館

未定( ) 春期小学生以下卓球教室 三中体育館 20(日) 全国レディース県予選 斐川第１体育館

20(日) クラブカップ選手権県予選 斐川第１体育館

20(日) 全日本選手権マスターズ県予選 斐川第１体育館

27(日) 全日本選手権ホープス・カブ・バンビ県予選 平田体育館

27(日) 全国ホープス(団体)県予選 平田体育館

27(日) 西日本ホープス(団体)県予選 平田体育館

31(木)～6/2(土) 県高校総合体育大会 益田市民体育館

3(日) 卓球連盟会長杯卓球大会 ベテランの部 海洋センター 3(日) 県健康福祉祭 兼 全国予選 大田市総合体育館 2(土)・3(日) 東アジアホープス国内予選 栃木鹿沼総合体育館

30(土) 小・中学生強化練習会 海洋センター 15(金)～17日(日) 中国高校選手権 出雲カミアリーナ 15(金)～17(日) 中国高校選手権大会 出雲カミアリーナ

10(日) 国体県最終選考会(成年の部） 益田市民体育館 23(土)・24(日) 中国選手権大会 出雲カミアリーナ

23(土)～24(日) 中国選手権県予選 出雲カミアリーナ

未定（ ） 県身障者スポーツ大会

8(日) 小・中学生強化練習会 海洋センター 7(土)・8(日) 国体県最終選考会(少年の部） 出雲カミアリーナ 5(木)～8(日) 全国ラージボール大会 石川いしかわ総合スポーツセンター

22(日） 松江レディース・ラージボール卓球大会 海洋センター 22(日)・23(月) 県中学校総合体育大会 安来市民体育館 13(金)～16(月) 全日本クラブ選手権 岡山桃太郎アリーナ

26(木） 中学生夏期卓球錬成大会（ワダ卓球主催） 総合体育館 19(木)～22(日) 全日本実業団選手権 長崎県

27(金)～29(日) 全日本選手権 ホープス・カブ・バンビ 神戸市

27(金)～29(日) 全国レディース大会 鳥取市

9(木)～10(金) 中学校プレ新人卓球大会 総合体育館 5(日) 混合ダブルスラージボール大会 松江海洋センター 7.31(火)～8.5(日) 全国高校選手権大会 長野市

6(月)～８(水) 中国中学校選手権大会 松江市総合体育館 4(土)～6(月) 全国 ホープス大会 東京都

19(日) 県高校１年生大会 大田市総合体育館 6(月)～8(水) 中国中学校選手権大会 松江市

25(土) 全日本選手権カデットの部県予選 松江市総合体育館 7(火)～9(木) 全国教職員大会 山梨県

18(土)・19(日) 国体中国ブロック予選 広島県

20(月)～23(木) 全国中学校選手権大会 神奈川県

21(火)・22(水) 西日本ホープス 大阪市

29(水)・30(木) 東アジアホープス卓球大会 大阪市

15(土)～16(日) 松江オープン卓球選手権大会 総合体育館 14(金)～16(日) 県高校選手権大会県予選 県立浜田体育館

9(日) 松江レディースさんびる杯卓球大会 海洋センター 14(金)～16(日) 全日本選手権ジュニア県予選 県立浜田体育館

23(日) 県レディース卓球大会 出雲カミアリーナ

29(土)･30(日) 小学生島根オープン大会 出雲カミアリーナ 9.30(日)～10.4(木) 第67回国民体育大会 岐阜県

14(日) 松江市小学生卓球大会 海洋センター 14(日) 県スポレク祭 大田市総合体育館 12(金)～14(日) 全日本社会人選手権大会 北海道

未定（ ） 県レディース西部地区大会 県立浜田体育館 13(土)～16(火) 全国健康福祉祭 宮城県

19(金)～21(日) 全日本選手権（団体の部） 東京都

20(土)・21(日) 中国地区レディース大会 出雲カミアリーナ

25(木)～28(日) 全日本選手権 （マスターズ） 神奈川県

11(日) 松江市マスターズラージボール卓球大会 海洋センター 2(金)～4(日) 県高校新人 兼 全国選抜大会県予選 平田体育館 16(金)～18(日) 全日本選手権 （カデット） 埼玉県

3(土) 小・中学生強化練習会 海洋センター 2(金) 石見地区中学校新人大会 20(火)・21(水) 温泉卓球大会／中国ブロック 庄原市

4(日) 松江レディース島根銀行杯卓球大会 海洋センター 3(土) 東京・名古屋・大阪オープンカデットの部予選会 平田体育館 未定( ）･( ) 西日本レディース （ ）

8(木) 出雲地区中学校新人大会 出雲

10(土)・11(日) 全日本選手権県予選（一般） 出雲カミアリーナ

18(日) 県ラージボール大会 江津市民体育館

18(日) 県小学生大会 平田体育館

20(土)・21(日) 中国地区レディース大会 出雲カミアリーナ

9(日) 小・中学生強化練習会 海洋センター 8(土) 県中学校選抜大会 大田市総合体育館

9(日) 全国ホープス選抜県予選 斐川第１体育館

15(土)・16(日) 島根県選手権大会 出雲カミアリーナ

20(日) 卓球連盟会長杯卓球大会 一般の部 総合体育館 4(水)・5(木) 西日本高校選抜大会 出雲カミアリーナ 15(火)～20(日) 全日本選手権 （一般・ジュニア） 東京体育館

27(日) 松江市ラージボール卓球大会 海洋センター 14(月) 出雲地区中学校１年生大会 鹿島体育館

19(土) 小・中・高校生強化練習会 総合体育館

10(日) 卓球連盟会長杯卓球大会 小学生の部 海洋センター 1(金)～3(日) 全国高校選抜中国予選 出雲カミアリーナ 1(金)～3(日) 全国高校選抜大会中国予選 出雲市

2(土) 小・中学生強化練習会 海洋センター 9(土) 出雲地区中学校２年生大会 平田体育館 未定( ) 第５回中国中学選抜大会 （ ）

24(日) 松江市民体育祭卓球大会（市教委主催） 総合体育館 10(日) 石見地区中学校１・２年生大会 江津市民体育館

2(土) 小・中学生強化練習会 海洋センター 2(土) 全山陰小学生卓球大会 米子市 6(水)・7(木) 全国レディースフェスティバル 大阪市

23(土)～25(月) 全国高校選抜大会 北海道

25(月)・26(火) 全国中学選抜大会 奈良県

29(金)～31(日) 全国ホープス選抜大会 三重県

23(土)～25(月) 全国高校選抜大会 北海道
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