
№ 会場 大会日 種目 組合せ

4/23
（土)

◇△

4/24
（日)

◆▲■

2 アリ
5/29
（日)

☆★◇◆ 5/  2(月) ～ 5/10(火)
5/14
 (土）

3 アリ
6/12
（日）

◇◆○●△▲■ 5/16(月) ～ 5/24(火)
5/28
(土)

4 アリ
9/19

（月･祝）
 ☆★◇◆○●△▲
 ■※

8/22(月) ～ 8/30(火)
9/ 3
(土)

5 アリ
10/22
（土）

◇◆△▲■ 9/26(月) ～ 10/ 4(火)
10/ 8
(土)

6 アリ
11/26
（土)

◇◆○●△▲ 10/31(月) ～ 11/ 8(火)
11/12
(土)

7 アリ
1/29
（日）

☆★◇◆△▲ 12/26(月) ～ 1/10(火)
1/14
(土)

8 アリ
2/25
(土)

☆★◇◆△▲■ 1/30(月) ～ 2/ 7(火）
2/11
（土）

1 雄踏
10/15
（土)

■ 9/20(火) ～ 9 /29(木)
10/ 1
(土)

* 種目

☆：小学男子　　　◇：中学男子　　　○：高校男子　　　△：一般男子　　　※：フォーティ以上　

★：小学女子　　　◆：中学女子　　　●：高校女子　　　▲：一般女子　　　■：レディース　　

* 会場表示

* その他の大会

雄踏 9/3.4(土･日)   ・普及部　第26回年代別個人戦 サーラグ 5/21 (土)

雄踏 10/16 (日)   ・普及部　第24回3S団体戦 サーラグ 6/19 (日)

  ・普及部　第40回夏季個人戦 サーラグ 7/31 (日)

  ・普及部　第39回ダブルス戦 サーラグ 9/11 (日)

・浜松リーグ(前期)　 アリ 6/ 5 (日)   ・普及部　第40回冬季個人戦 サーラグ 11/26 (土)

・浜松リーグ(後期) アリ 12/ 3 (土)   ・普及部　第25回4Ｓ1Ｄ団体戦 サーラグ 1/ 8 (日)

・第68回浜松ラージボール交流会 雄踏 4/ 9 (土)   ・第1回小学生ランキング大会 磐田 6/11 (土)

・第16回ねんりんピック浜松市予選会 雄踏 5/29 (日)   ・第2回小学生ランキング大会 雄踏 9/10 (土)

・第15回浜松ｱﾘｰﾅﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会 アリ   11/ 9 (水)   ・第3回小学生ランキング大会 雄踏 12/11 (日)

・第69回浜松ラージボール交流会 雄踏 12/10 (土)   ・第4回小学生ランキング大会 雄踏 3/18 (土)

・第21回浜松ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｵｰﾌﾟﾝ交流会    アリ　R5.3/31･4/1(金･土)

　　　(レディース大会のみ、従来通り郵送で受け付けます。)
 

問い合わせ先　　　浜松卓球協会事務局

 第１回 ニッタク・浜松オープン卓球大会

 第３５回 浜松レディース卓球大会

・東海選手権静岡県予選（一般男女 Ｓ・Ｄ・年代別）

・全日本選手権静岡県予選（一般男子Ｓ）
・中部日本選手権静岡県予選
　（一般・ジュニア・年代別・ダブルス）
　　　　兼　名古屋オープン県予選会　　　≪女子≫ サーラグ

令和 ４ 年度浜松卓球協会主催大会一覧（全国・東海予選除く）

大     会     名 申込期間

 第60回 浜松市長杯獲得卓球大会

 令和４年度 静岡県西部卓球選手権大会

 令和４年度 浜松市長旗(杯)獲得卓球大会1 4/  4(月) ～ 4/12(火)
4/16
 (土）

雄踏

 第38回 浜松卓球選手権大会

 第６２回
 浜松卓球協会会長杯獲得卓球大会

 第２７回
 浜松卓球協会理事長杯獲得卓球大会

湖西アメ：湖西ｱﾒﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
＜053＞573-0777

雄踏：雄踏総合体育館
＜053＞597-3500

アリ：浜松アリーナ
＜053＞461-1111

ｻｰﾗｸﾞ：ｻｰﾗｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ
＜053＞585-1222

浜松卓球協会ホームページ

https://hamamatsu-tta.com/

 第７４回 浜松市民スポーツ祭卓球競技

TEL   090-7686-3116　

6/11 (土)

※　浜北支部大会は、後段シート(水色)になります。

※　大会参加申し込みはメール送信でお願いします。（浜北支部も同様です。）

コロナ感染状況等により、大会を中止又は種目変更等する場合があります。
浜松卓球協会ホームページ（https://hamamatsu-tta.com/）にてお知らせいたします。
随時ご確認願います。

https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/
https://hamamatsu-tta.com/


№ 会場 大会日 種目

1 サーラグ
10/16
(日)

要項による

2 サーラグ
1/15
(日)

要項による

3 サーラグ
3/12
(日)

要項による

№ 会場 大会日

1 浜北体
4/29

(金･祝)

2 浜北体
11/3

(木･祝)

3 浜北体
2/23

(木･祝)

※申込締め切り期日を厳守してください。

問い合わせ先

　　浜松卓球協会浜北支部理事長　　川合　力

　　　　　TEL　090-2618-1946   

※浜北区内中学校生に限る

会場名／サーラグ　　　浜松市浜北総合体育館（サーラグリーンアリーナ）
                     〒434-0041 浜松市浜北区平口5042-133

　　　　浜北体　 　 浜松市浜北体育館
  　　　　　　　　   〒434-0033 浜松市浜北区西美薗29

 浜北区中学生卓球強化リーグ　後期

大     会     名

 浜北区中学生卓球強化リーグ　前期

 浜北区中学生卓球強化リーグ　中期

　なお、申し込みはメール送信（ atsushi23100@outlook.jp ）にてお願いします。

 第７１回全遠州卓球大会

 第１９回全遠州団体戦卓球大会

令和 ４ 年度　浜松卓球協会　浜北支部事業計画

大     会     名 備　　考

 第５９回浜北スポーツ祭卓球大会

‣プログラム(組合せ)は、ホームページにアップします。各自プリントアウトし持参してくださ

い。

‣コロナ感染状況等により、大会を中止又は種目変更等する場合があります。

‣「コロナ過における大会運営・参加者注意事項」を参加者に周知してください。

‣大会参加(棄権・変更）届及び健康調査票又は試合参加同意書を当日受付へ提出してく

ださい。

※いずれも別ファイル「コロナ過における大会運営・参加者注意事項」から出力してくだ


