
　大　　会　　名　　称 開催地 開催期間 場　　　　　　所

1 　全日本選手権（ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ･ﾊﾞﾝﾋﾞの部） 【兵　庫】 【７月下旬】 【グリーンアリーナ神戸】

2 　全日本選手権（ｶﾃﾞｯﾄの部） 山　口 11/8～10 維新百年記念公園スポーツ文化センターアリーナ

3 　天皇杯・皇后杯　全日本選手権（一般・ジュニアの部） 大　阪 2020/1/13～19 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

4 　全日本選手権（マスターズの部） 高　知 11/2～4 春野総合運動公園

5 　全日本選手権（団体の部） 鹿児島 10/18～20 鹿児島市松元平野岡体育館

6 　全日本社会人選手権 熊　本 9/6～8 熊本市総合体育館

7 　全日本実業団選手権 和歌山 7/18～21 和歌山ビッグホエール

8 　全国中学選抜 愛　知 2020/3/28～29 西尾市総合体育館

9 　全国ホープス選抜 秋　田 2020/3/20～22 ナイスアリーナ（由利本荘アリーナ）

10 　全日本クラブ選手権 福　島 10/11～14 郡山総合体育館

11 　全日本ラージボール選手権 富　山 7/5～7 富山県総合体育センター

12 　全国ラージボール大会 広　島 11/22～24 広島県立総合体育館

13 　トップ12兼選考会 宮　城 【12月】 仙台市体育館

14 　全国レディース大会 山　梨 8/2～4 甲府市小瀬スポーツ公園体育館

15 　 全国レディース大会　ブロック大会（北海道） 北海道

16 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（東　北） 秋　田 6/29～30 CNAｱﾘｰﾅ★あきた（秋田市立体育館）

17 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（関　東） 栃　木

18 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（北信越） 【新　潟】

19 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（東　海） 三　重 9/22 サオリーナ

20 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（近　畿）

21 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（中　国）

22 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（四　国） 愛　媛 12/15 愛媛県総合運動公園体育館

23 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（九　州） 沖　縄 11/2～3 or 9～10 那覇市民体育館

24 　全国レディ－ス・フェスティバル 大　阪 2020/2/25～26 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

25 　全国ホ－プス大会

26 　 全国ホープス大会　ブロック大会（北日本ホープス） 青　森 8/23～25 新青森県総合運動公園マエダアリーナ

27 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（東日本ホープス） 愛　知 8/10～11 西尾市総合体育館

28 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（西日本ホープス） 徳　島 ８/17～18 アミノバリューホール（鳴門県民体育館）

29 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（南日本ホープス） 鹿児島 【8/30～9/2】 【串木野体育館】

30 　アジアカップ 神奈川 4/5～7 横浜文化体育館

31 　世界選手権大会 ハンガリー 4/21～28 ブダペスト

32 　ジャパンオープン・荻村杯（ＩＴＴＦワールドツアー） 北海道 6/12～16 北海きたえーる（北海道立総合体育センター）

33 　ユニバーシアード競技大会 イタリア 7/3～14 ナポリ

34 　PTTジャパンオープン2019 【東　京】 【8/1～3】 【港区スポーツセンター】

35 　アジア選手権大会 インドネシア 9/15～22 バリ

36 　ワールドチームカップ 東　京 11/6～10 東京体育館

37 　世界ジュニア選手権大会 タイ 11/24～12/1 バンコク

38 　世界選手権大会 韓　国 2020/3/22～29 釜山

39 　全国高校選手権                   鹿児島 8/15～20 鹿児島アリーナ

40 　全国高校選抜 千　葉 2020/3/25～28 千葉ポートアリーナ

41 　全国教職員大会       【富　山】 【8/8～11】 【富山市総合体育館】

42 　全日本大学総合卓球選手権（団体の部） 愛　知 7/4～7 スカイホール豊田（豊田市総合体育館）

43 　全日本大学総合卓球選手権（個人の部） 京　都 10/24～27 島津アリーナ

44 　全日本学生選抜　                【埼　玉】 【11/23～24】 【所沢市民体育館】

45 　日本リーグ（前期）              愛　知 6/19～23 スカイホール豊田（豊田市総合体育館）

46 　日本リーグ（後期）               秋　田 10/30～11/3 CNAｱﾘｰﾅ★あきた（秋田市立体育館）

47 　日本リーグ（ビッグトーナメント） 奈　良 4/18～20 ジェイテクトアリーナ奈良

48 　日本リーグ（JTTLファイナル４） 徳　島 12/7～8 とくぎんトモニアリーナ（徳島市立体育館）

49 　日本リーグ日学連対抗ドリームマッチ 千　葉 8/31 東金アリーナ

50 　日本リーグ（JTTL選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会） 神奈川 12/14 秩父宮記念体育館

51 　国民体育大会                    茨　城 9/28～10/2 池の川さくらアリーナ

52 　全国中学校大会              滋　賀 8/20～23 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

後援 53 　全国健康福祉祭（ねんりんピック） 和歌山 11/9～12 和歌山ビッグウェーブ

54 大　阪 5/19 大阪市中央体育館

55 東　京 5/18～19 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

全国ろうあ者体育大会

全国ろうあ者卓球選手権大会

国際クラス別パラ卓球選手権大会（肢体不自由者)

ジャパンオープンパラ卓球選手権大会（肢体不自由者）

FIDジャパン・チャンピオンシップ卓球大会

FIDジャパン・年代別オープン卓球大会

FIDジャパン・チャンピオンリーグ卓球大会
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２０１９年度全国大会開催地・日程（含国際大会）
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