
月　日

４月  １１(土)  全国健康福祉祭ラージ県選考会                   (福井市西体育館)  19(日)  前期デミ杯県レディース大会　　　　　     　　    (福井市東体育館)  ８(水)～11(土)  日本リーグ(ビックトーナメント 　               (和歌山・和歌山県立体育館)
5　12　19  ２５(土)  福井県高等学校春季強化大会・国体第一次予選(福井県営体育館・サブ)  ２９(水・祝)  第22回奥越ラージボール親善卓球大会　 (大野エキサイト広場)  21(火)～26(日)  ジャパンオープン・荻村杯　　　　　　(福岡・北紀州市立総合体育館)
26 *29  ２６(日)  国体最終選考会(成年男女)　        　　　      (敦賀市総合体育館)
５月  ２(土)  県選手権大会(ホープス以下全日本県予選会)              (福井市体育館)  　29(金)～31(日)     県高校総合体育大会   　　　　　          　　 (越前市AW-Iアリーナ)  全国公認レフリー・上級公認審判員講習会                (東京・大阪)

  *3 *4 *5  ３(日)  第72回中部日本県予選会(一般・ジュニアの部) 　　　　 　 　　 ( 福井市体育館)  20(水)～24(日)  日本リーグ(前期)　　　　　　　　     　　　　　　　 　 (三重・サオリーナ)
 ９(土)  県春季中学校大会　            　　　　　      　(越前市AW-Iアリーナ)  30(土)～31(日)  東アジアホープス卓球大会国内予選　                   ( 愛知・ 愛知県体育館)

 ９(土)  総  会                                          (ユーアイふくい301・302) 
 ２４(日)  第72回中部日本県予選会(カデットの部)         　                (敦賀総体) 

 ２４(日)  第37回県社会人選手権兼第１9回県選手権大会(マスターズの部)   (敦賀総体)

６月  1(月)～5(金)  ＨＮＴホープス男子合宿　　　　　　　　　　　 　　 　　(福井市体育館)     ７ (日)  第10回福井県障がい者大会　　　　       　　　(福井県県営体育館)  24(水)～28(日)  全日本大学総合選手権(団体の部)　      (福岡・福岡市総合体育館)
 ６(土)  第37回福井県ホープス大会(全日本県予選)　 　        (大野エキサイト)  19(金)～21(日)  北信越高校総合体育大会                 (石川・金沢市総合体育館)  26(金)～28(日)  全国ラージボール大会  　　　　　　  　 ( 岩手 ・盛岡タカヤアリーナ)
 ７(日)  全日本クラブ選手権兼全日本実業団県予     　　   　(越前市AW-Iサブ)  27(土)～28(日)  第55回北陸地区高等専門学校体育大会　  　　(福井県営体育館)

21   28  ２０(土)  第72回中部日本県予選会(ホープス以下の部)            　(丸岡体育館 )  ２８（日）  北信越公認レフェリー・上級公認審判員研修会     　(ユーアイ302・303)

7月  １１(土)  セノビック小学生講習               　　　　　　(鯖江市総合体育館)  ４(土)  第8回県ラージボールダブルス大会　　 　  　(鯖江市総合体育館)  10(金)～12(日)  全日本ラージボール選手権　　　   　(福島・いわき市立総合体育館)
5  12  19  ２９(水)  県民スポーツ祭(高校の部)　　     　　　     　( 福井県営体育館)  11(土)～12(日)  第41回北信越中学校ブレ県中学校夏季大会　　　(越前市AW-Iアリーナ)  24(金)～26(日)  全日本選手権大会(ホ・カ・バ)　          (兵庫・グリーンアリーナ神戸)

 17(金)～19(日)  第72回中部日本選手権大会(一般・ジュニアの　(静岡・エコパアリーナ)　

 25(土)～26(日)  福井市ラージボール大会       　　　　　　　　　 　  (福井市体育館) 
８月 １(土) 県高校夏季特別大会　　　　　　　　　　　　　　(福井県営体育館)  ４(火)～５(水)  北信越中学校選手権大会 　　　　   　  　　(越前市AW-Iアリーナ)　　 10(月)～15(土)  全国高校選手権大会                         (岩手・奥州市総合体育館)

 ８(土)  県選手権大会(カデットの部)　　　                　   (男子　越前市AW-Iアリーナ)  ２２(土)  北信越国体　　　　　　　　　　　　     　 　 (富山・黒部市総合体育C)  13(木)～15(土)  全国ホープス大会　　　　　　   　　　　 　  (愛知・一宮市総合体育館 )
 ８(土)  県選手権大会(カデットの部)　   　                   　 (女子　鯖江市総合体育館)  ２３(日)  北信越選手権大会　　　   　　　　      　 (富山・黒部市総合体育C)  21(金)～24(月)  全国中学校大会　　　　　　　 　　　　　　(静岡・袋井市エコパアリーナ)

 9(日)～10(月・祝)  全国ホープス大会東ブロック大会　　　　　　  　(福井県営体育館)　　  ２３(日)  県レディースダブルス大会　　                    ( 福井市東体育館 )
 １６(日)  県民スポーツ祭(市町対抗の部)　　　      　 　  (福井県営体育館)  29(土)～30(日)  第72回中部日本選手権大会(カデット以下の部) (新潟・リージョンプラザ上越)　　　

９月  20(日)～21(月)  県選手権兼全日本県予選(ジュニアの部)　　         　(福井県営体育館)  ５(土)～６(日)  第35回県鯖江ベテランオープン大会　 　　　(鯖江市総合体育館)  ３(木)～６(日)  全日本実業団選手権　　　　　　　    　(岡山・シ゜ップアリーナ岡山)
   6    13　  ２２(火・祝)  県選手権兼全日本県予選(ジュニアの部)   (敦賀市総合体育館)  １３(日)  PFC選手権大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(丹南総合体育館)  19(土)～22(火)  全日本クラブ選手権            　　  (茨城・アダストリアみとアリーナ)

１３(日) 福井県審判講習会　　　　　　　　　　　　　　　　(ユーアイ302・303)
 １９(土)  ふくい県民長寿祭　                      　　   　   (福井市体育館)

 ２２(火・祝)  大野オープン(小中学生)                    　 　    (大野エキサイト)
 26(土)～27(日)  第一三共第31回北信越レディース大 　　　    (長野・松本市総合体育館)

１０月 ３１(土)変更 第46回県民卓球大会(小学生の部) 兼北信越県予選　 (大野エキサイト)  ４(日)  越前市(丹南ケーブルテレビ杯)小中学生選手権　　 　　(越前市AW-Iアリーナ)　  ８(木)～12(月)  国民体育大会　　　　　      　(鹿児島 ・鹿児島市松元平野岡体育館)
３１(土) 県中学生強化練習会( 後藤杯・ 大阪オープン・合宿予選) 　 　(丹南総体)  ３(土)～４(日)  北信越選手権(マスターズの部)　　               (富山・富山総体C)  16(金)～18(日)  全日本選手権大会(団体の部)         (三重・三重県営サンアリーナ)

10(土)～11(日) あわら市オープン　　　　　　　　　　　　　　　　 　(トリムパーク金津) 22(木)～25(日) 全日本大学総合選手権(個人の部)　 　　  (愛知 ・スカイホール豊田)
１１(日) 勝山会長杯　                                     　      (勝山市体育館)  22(木)～25(日)  全日本選手権大会(マスターズの部)　 　　　　 　(京都・島津アリーナ)
１７(土) 県中体連秋季新人大会　　　　　　　 　　 　 　　 　    (敦賀市総体) 31(土)～11/2(月) 全国健康福祉祭(ねんりんピック　　( 岐阜・東美濃ふれあいセンター)
２５(日) 越前市オープンラージボール大会　  　　　 (越前市AW-Iアリーナ)
 ３１(土)  第62回奥越選手権大会 　          　  　　　   (大野エキサイト広場)

31(土)～11/1(日)  丸岡オープン　　　　　　　　　　　　　　　      　 　　　　(丸岡体育館)
１1月 ２２(日) 中高一貫指導強化講習会　　　　　　　　    　　　　 (高志高体育館) ３(火・祝) 敦賀市クラブ対抗卓球大会(高校・一般)       (敦賀市総合体育館)  ６(金)～８(日)  全日本社会人選手権大会    　　　　　　    (岐阜・メモリアルセンター)

２８(土) 県小学生強化練習会 (後藤杯・ 大阪オープン予選)　(鯖江市総合体育館)  ３(火・祝)  第34回大阪マスターズ選手権大会　　　     　　   　( 羽曳野総体) 11(水)～15(日) 日本リーグ(後期)                 　　　  　  (熊本・熊本県立総合体育館)
２９(日) 第46回県民卓球大会(一般の部)　             (敦賀市総合体育館) ７(土)～９(月) 県高校新人大会                   　          　 　 　　(福井市体育館)  13(金)～15(日)  全日本選手権大会(カデットの部)　　　　  ( 富山 ・富山県総合体育Ｃ)

 13(金)～15(日)  全国ろう学校卓球大会　　　　　　　　　　　　　　　(福井県営体育館) 28(土)～29(日) 全日本学生選抜大会　　 　　　              (神奈川・横浜文化体育館)　
１４(土) 第11回敦賀市近郊ラージ交流大会　　　　　         　(敦賀市総体)
 １５(日)  福井市小学生選手権大会                    　　　　　(福井市体育館)
２１(土) 日卓審判講習会　　　　　　　　　　　　　　　 　(高志高校・若狭高校)
 ２２(日)  第16回越前町卓球大会　　　　　　　  　       　　      (朝日体育館)
２２(日) 北信越ブロック審判講習会　　　　　　　　　(ユーアイ301・302・303)

２３(月・祝) 第29回山下杯選手権オープン 　　(小浜市民体 ・ 小浜第二中体)
 ２９(日)  第1回坂井市ダブルス卓球選手権　　　　           　　(三国体育館)

１２月     ５ ( 土 ) 理事会                                      　 　  　 　　  　(　　未 定　　)      　６(日) 後期デミ杯県レディース大会　　　      　　   　　(福井市東体育館) 11(金)～13(日) 全国レディース大会           　   (宮崎・都城市早水公園体育文化Ｃ)
１９(土) 県小中学生強化練習会(東京オープン・碧南予選) (鯖江市総合体育館) 12(土)～13(日) 北信越選手権大会(ホ・カ・バ団体・個人の部　   　(富山・　富山総体C)　　 12(土)～13(日) 日本リーグ(JTTLファイナル4)    　 (広島・エフピコアリーナふくやま)

25(金)～27(日) 第7回小中学生合同合宿 　　       　　     (愛知 ・ 江南市体育館) 18(金)～20(日) 北信越高校選抜大会　　　　　　　　　　　　(石川・いしかわ総合SC) 　　　１９(土) 日本リーグJTTL選抜全国チャンピオン　　 (神奈川・秩父宮記念体)
20   27  ２０(日)  北信越団体選手権大会　　         　　　　　     (富山･ 富山総体C) 26(土)～29(火) 全国教職員大会　　　       　    　          ( 愛媛・愛媛県武道館)
1月 ９(土) 県中学校大会　　男子　　　　　　　        　 　(敦賀市総合体育館) １６(土) 敦賀市クラブ対抗卓球大会(中学校の部)             (敦賀市総合体育館) 11(月)～17(日) 全日本選手権大会(一般・ジュニアの部    ( 大阪 ・丸善インテックアリーナ)　

 *1 　3  10 ９(土) 県小学生強化練習会(東アジアＨ予選)　  　　　　 　(丹南総合体育館)  23(土)～24(日)  後藤杯選手権大会(カデット以下) 　          　　(愛知 ・スカイホール豊田)

*11  17 11(月・祝) 県中学校大会　女子　　　　　　　　　　　　　 　(鯖江市総合体育館) 29(金)～31(日) 北信越高校選抜１年生大会　　　       ( 富山・富山県西部体育センター）

24　 31 11(月・祝) 第40回県小学生大会            　　　　　       　　   (丸岡体育館)
２月 6(土)～7(日) 福井市選手権大会　　　　　　　　　　　          　　  (福井市体育館)  18(木)～19(金) 全国レディースフェスティバ ル    　 ( 大阪・丸善インテックアリーナ)　

 7  *11 14  12(金)～14(日)  第60回大阪国際招待選手権　　　　         (大阪府立体・浪速SC)  27(土)～28(日) トップ12兼選考会　　　　　　　　　　　　　　　 (東京・東京体育館)
21 *23 28  ２１(日) 第18回WAKASAオープン　　　　　 　　　　　    　( 小浜市民体育館)

３月  13(土)～14(日) 第7回小中学生合同合宿　　　          　　　(愛知県・碧南市総体)  2(火)～7(日)  第73回東京選手権大会　                        　(東京・東京体育館) 25(木)～28(日) 全国高校選抜大会             　　     　　　　　　    (三重・サオリーナ)
６(土) 第56回嶺南選手権大会(中学団体戦)　　　　 　  　(敦賀市総合体) 26(金)～28(日) 全国ホープス選抜大会      　     ( 徳島・鳴門アミノバリューホール)　
７(日) 第49回小浜市選手権大会　　　　　            　  (小浜市民体育館) 27(土)～28(日) 全国中学選抜大会　     　　    　 　   ( 島根・ 島根県立浜山体育館)
７(日) 鯖江オープン卓球大会　　　　  　　       　　  　　　(鯖江市総合体) 　

     １４(日) 第56回嶺南選手権大会　　　　　　　  　　　　　　  　(敦賀市総合体)

28 20(土)～21(日) 第14回県ラージボール卓球大会       　　      　　  ( 鯖江市総体)
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