
 ２０２１年度 和歌山県卓球協会　各種事業名称および申込期日一覧表

開催日 大会・事業名 会場 締切

4/3(日)
2021年度和歌山県卓球選手権大会〔ホープス・カブ・バンビの部〕
(兼)2021年全日本卓球選手権大会〔ホープス・カブ・バンビの部〕和歌山県予選会

県立体補 3/15(月)

5/9(日) 第44回全国レディース卓球大会 和歌山県予選会 ともづな 4/19(月)

5/9(日)
2021年度和歌山県実業団卓球選手権大会
(兼)第71回全日本実業団卓球選手権大会 和歌山県予選会

ともづな 4/19(月)

5/9(日) 第40回全日本クラブ卓球選手権大会 和歌山県予選会 ともづな 4/19(月)

5/9(日) 公認審判員資格取得講習会 ともづな 4/19(月)

5/15(日)
第35回和歌山県卓球協会和歌山支部主催
和歌山県中学校対抗団体戦卓球大会

河南総合 4/23(金)

6/19(土) 第76回国民体育大会卓球競技〔少年男女の部〕和歌山県予選会 ウエーブ 5/24(月)

6/19(土) 第39回全国ホープス卓球大会 和歌山県予選会 ウエーブ 5/24(月)

6/20(日) 第76回国民体育大会卓球競技〔成年男女の部〕和歌山県予選会 東公園 5/24(月)

6/20(日)
第28回近畿オープン和歌山レディース卓球大会
(兼)第40回レディース和歌山県下卓球大会

東公園 5/24(月)

7/10(土)
2021年度和歌山県社会人卓球選手権大会
(兼)第55回全日本社会人卓球選手権大会 和歌山県予選会

東公園 6/14(月)

7/10(土)
2021年度和歌山県卓球選手権大会〔マスターズの部〕
(兼)2021年全日本卓球選手権大会〔マスターズの部〕和歌山県予選会

東公園 6/14(月)

7/30(金)
第60回近畿卓球選手権大会〔カデットの部(中学2年生以下)〕〔中学3年生の部〕
和歌山県予選会

河南総合 7/5(月)

8/8(日)
第60回近畿卓球選手権大会
〔一般の部・年代別の部〕〔ジュニアの部(高校2年生以下)〕〔高校3年生の部〕
〔ホープスの部(小学6年生以下)〕〔カブの部(小学4年生以下)〕和歌山県予選会

橋本 7/12(月)

8/14(土)
2021年度和歌山県卓球選手権大会〔カデットの部〕
(兼)2021年全日本卓球選手権大会〔カデットの部〕和歌山県予選会

県立体 7/16(金)

8/18(水) 紀陽銀行杯少年少女卓球大会 県立体 7/23(金)

9/20(月)
2021年度和歌山県卓球選手権大会〔一般の部〕
(兼)2022年全日本卓球選手権大会〔一般の部〕和歌山県予選会

東公園 8/30(月)

9/20(月) 第4回全日本ラージボール卓球選手権大会 和歌山県予選会 東公園 8/30(月)

10/9(土)
第57回会長杯和歌山県下卓球大会
(兼)第61回大阪国際招待卓球選手権大会〔小学6年生以下の部〕和歌山県予選会

県立体補 9/13(月)

10/17(日)
第57回会長杯和歌山県下卓球大会
〔中学2年生以下の部〕〔小・中学生1年生以下の部〕
(兼)第61回大阪国際招待卓球選手権大会〔中学2年生以下の部〕和歌山県予選会

河南総合 9/21(火)

11/13(土)
2021年度和歌山県卓球選手権大会
(兼)2022年全日本卓球選手権大会〔ジュニアの部〕和歌山県予選会

ウエーブ 10/18(月)

11/23(火)

第57回会長杯和歌山県下卓球大会
〔一般の部〕〔高校2年生以下の部〕〔ラージボールの部〕〔レディースの部〕
(兼)第61回大阪国際招待卓球選手権大会〔一般の部〕〔高校2年生以下の部〕
和歌山県予選会

白浜総合 9/24(金)

12/5(月) 第29回和歌山県卓球協会支部対抗戦 白浜総合 11/8(金)

12/18(土) 第31回東アジアホープス日本代表選考会 和歌山県予選会 県立体補 11/22(月)

12/19(日)
2021年度和歌山県卓球祭
(兼)第74回東京卓球選手権大会 和歌山県予選会

ウエーブ 11/22(月)

12/27(日) 第23回全国中学選抜卓球大会 和歌山県予選会 河南総合 11/29(月)

1/8(土) 第19回全国ホープス選抜卓球大会 和歌山県予選会 県立体補 12/13(月)

2/11(金) 第32回オープン和歌山支部長杯卓球大会 市民体 1/17(月)

2/19(土) 和歌山県少年少女卓球技術講習会 市民体 1/24(月)

3/21(月) 第36回和歌山県卓球協会和歌山支部主催卓球大会 河南総合 2/22(火)



２５日（日）

９日（日）

１５日（土）

３０日（日）

（大阪：池田市五月山体育館） （琴の浦障害者相談センター）

３０日（日)予定

（白浜町立総合体育館）

・第３５回和歌山支部主催卓球大会

 ＜中学校団体戦＞ 未定

未定    下旬　中学校　中間テスト

・第４７回近畿ろうあ者体育大会

（和歌山県立体育館）

・関西学生選手権大会 ・第２０回和歌山県障害者スポーツ大会

・公認審判員資格取得講習会

（日鉄物流ともづなスポーツセンター） ＊中旬　高校

（大阪：丸善インテックアリーナ大阪） （和歌山市立河南総合体育館）

・第４０回全日本クラブ卓球選手権大会

2021年5月
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・第ー三共ヘルスケアレディース2021 未定 ・和歌山市中学校春季卓球大会

第４４回全国レディース卓球大会県予選会 ・全国レフェリー・上級審判講習会 　【県卓和歌山支部・市中体連共催】

・第７１回全日本実業団卓球選手権大会

　県予選会

３日-４日（祝・日－月）

県予選会

（和歌山市立河南総合体育館） ・白浜レディース卓球フェスタ

（ルミエール華月殿）

　

・２０２０年度和歌山県卓球協会功労者表彰

・２０２１年度第１回理事会定例評議員会

・和歌山レディース親善卓球大会＜団体戦＞

・理事会

（和歌山県立体育館　補助館） （京都：向日市民体育館）

　（兼）県卓球選手権大会 １１日（日）・１７日-１８日（土-日） ・和歌山県高校卓球交流大会

　　＜ホープス・カブ・バンビの部＞ ・関西学生新人卓球大会 （和歌山ビッグウエーブ）

・日本リーグビッグトーナメント

２０２１年度和歌山県卓球協会事業計画
和歌山県卓球協会

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

３日（土） (　　　　　　　　　　　　　)

・全農杯全日本卓球選手権大会県予選会 １７日-１８日（土-日）

（白浜町立総合体育館）

日-日（-）

2021年4月
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未定



１２日（土）

１０日（土）

２１日-２３日（水-金）

２７日-２９日（月-水） ・第７２回和歌山市中学校夏季

・第７４回近畿高校卓球選手権大会 総合体育大会（卓球競技）

 ＜ホープス・カブ・バンビの部＞

（兵庫：グリーンアリーナ神戸）

・県卓球選手権大会＜マスターズの部＞

(兼)全日本卓球選手権＜マスターズの部＞

県予選会

（和歌山市立東公園体育館）

2021年7月
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１日-４日（木-日）

・全日本大学総合卓球選手権大会

 ＜団体の部＞

(兼)全日本社会人卓球選手権大会県予選会 （京都：島津アリーナ京都）

（大阪：丸善インテックアリーナ大阪） （和歌山県立体育館）

２３日-２５日（金－日）

・全農杯全日本卓球選手権大会

・県社会人卓球選手権大会

 ＜団体戦＞

（和歌山市立松下体育館）

２７日（日）

・和歌山レディース親善卓球大会

 (兼)第４０回和歌山レディース卓球大会

（和歌山市立東公園体育館） ２３日-２７日（水-日）

（千葉：パラドラール浦安アリーナ）

・日本リーグ前期大会

・国民体育大会卓球競技県予選会 ・第３７回和歌山市障害者卓球大会

 ＜成年男女の部＞ （和歌山市立河南総合体育館）

・第２８回近畿オープン和歌山レディース

（和歌山ビッグウエーブ）

２０日（日） 未定

 ＜少年男女の部＞

・第３９回全国ホープス卓球大会県予選会

・県高校総体卓球競技

・FIDジャパンチャンピオンシップ卓球大会 （和歌山県立体育館）

（神奈川：神奈川県立スポーツセンター）

１９日（土）    中学校・高校中間テスト

・国民体育大会卓球競技県予選会

（和歌山県立橋本体育館）

＊下旬から７月上旬

＜シングルス・ダブルス＞ ・喜の国いきいき健康長寿祭卓球大会

【県卓球協会・県中体連共催】

2021年6月

6

３日-５日（木-土）

５日-６日（土-日）

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

５日-６日（土-日）予定

・関西学生卓球選手権大会

・県下中学校春季卓球大会 （京都：ハンナリーズアリーナ） １４日（月）

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他



３０日（金）

２１日（土）

１４日(土）

１８日（水）

・日本リーグ・日学連対抗卓球ドリームマッチ

（千葉：東金アリーナ）

日（土）未定

 （ラブオール） （大阪：東和薬品RACTABドーム）

（日鉄物流ともづなスポーツセンター） ２８日-２９日（土-日）

 （オークワ） ・国民体育大会卓球競技近畿ブロック大会

２０日-２２日（金-日）

・国体近畿ブロック表選手強化訓練

２４日－９月５日（火－日）

・パラリンピック卓球競技

（東京：東京体育館）

（栃木：栃木県総合運動公園メインアリーナ）

・紀陽銀行杯少年少女卓球大会

（和歌山県立体育館）

２３日-２６日（月-木）

・全国中学校卓球大会

・近畿中学校総合体育大会＜卓球競技の部＞

 ＜年代別の部＞＜高校３年生の部＞ （兵庫：小野市立中央体育館）

 ＜ジュニアの部（高校２年生以下）＞ （富山：富山市総合体育館）

（和歌山県立体育館） ・第３５回西日本ホープス卓球大会

（鳥取：鳥取県民体育館）

（大阪）

 ＜カデットの部＞ ２８日-２９日（土-日）

・近畿卓球選手権シード会議

・全国高校卓球選手権大会

 ＜ホープス・カブの部＞

2021年8月
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８日（日）

・近畿卓球選手権大会県予選会 ７日-８日（土-日）

 ＜一般の部（大学生含む）＞

（福島：宝来屋郡山総合体育館） （白浜町立総合体育館）

 ＜カデットの部（中学２年生以下）＞  ＊Bブロック研修選考を兼ねる

（和歌山市立河南総合体育館）

１６日-１８日（月-水）

（和歌山県立橋本体育館） ・全国ホープス卓球大会

（京都：島津アリーナ京都）

・近畿卓球選手権大会県予選会

 （兼）アスリートパスウェイ選考会

１２日-１７日（木-火）

２５日-２６日（日-月）

・近畿卓球選手権大会県予選会 ・全国教職員卓球大会 ・県下中学校総合体育大会

・オリンピック卓球競技

（東京：東京体育館）

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

2021年7月
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２３日－８月８日（金－日）

３０日-８月２日（金-月）

 ＜中学３年生の部＞

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

・全日本卓球選手権大会県予選会



９日（土）

１７日（日）

（和歌山市立河南総合体育館）

 ＜カデット＞ ・第一三共ヘルスケア・レディース

（１３）小・中学１年生男子シングルス 　第３６回近畿ブロック卓球大会

（１４）小・中学１年生女子シングルス （京都：島津アリーナ京都）

（１１）中学２年生以下男子シングルス （栃木：TKCいちごアリーナ）

未定

・第72回和歌山市中学校秋季総合

　体育大会（卓球競技）

 ＜ホープス＞

（和歌山県立体育館　補助館）

   中学校・高校中間テスト

 ＜カデット＞

（１２）中学２年生以下女子シングルス １９日（火）

 大阪国際招待卓球選手権大会県予選会 １５日-１７日（金－日）

＜競技種目＞ ・全日本卓球選手権大会＜団体の部＞ ＊中旬から下旬

・第５７回会長杯県下卓球大会（兼）

 ＜ホープス＞ ・全日本卓球選手権大会＜マスターズの部＞

（１６）小学６年生以下女子シングルス （福島：宝来屋郡山総合体育館）

大阪国際招待卓球選手権大会県予選会 （三重：三重県営サンアリーナ）

（１５）小学６年生以下男子シングルス ８日-１０日（金-日）

（新潟：未定)

2021年10月
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１日-４日（木-月）

・第５７回会長杯県下卓球大会（兼） ・国民体育大会＜卓球競技＞

（和歌山市立市民体育館）

（ルミエール華月殿 ）

２５日-２６日（土-日）

２６日（日）

第２回理事会 （滋賀：YMITアリーナ）

 （オークワ） （大阪：丸善インテックアリーナ大阪）

 （ラブオール）

２３日-２６日（木-日）

・全日本クラブ卓球選手権大会

・FIDジャパン・年代別オープン卓球大会

４日-５日（土－日） ３日-５日（木ｰ土）

＜近畿ブロック通過種目＞ ・第ー三共ヘルスケアレディース2021

（日鉄物流ともづなスポーツセンター）  第４４回全国レディース卓球大会

２３日-２６日（木-日）

・国民体育大会県代表選手強化訓練 １７日-１９日（金－日）

（和歌山市立東公園体育館） ・第６０回近畿卓球選手権大会

（和歌山県立橋本体育館）

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

2021年9月
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２日-５日（木-日）

・全日本実業団卓球選手権大会

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

 ＜一般の部＞

・全日本ラージボール卓球選手権大会県予選 １０日-１２日（金-日）

２０日（祝・月） ・公認スポーツ指導者研修コーチ１（旧指導員） ・県下高校卓球選手権大会（兼）１年生大会

・天皇杯皇后杯全日本卓球選手権大会県予選会 （大阪：日本生命体育館） （那智勝浦町体育文化会館）

（山形：山形県総合運動公園体育館）

 ＜競技種目＞



２４日（日）

１３日（土）

・第２４回和歌山市生涯スポーツ交流卓球大会

未定

・国際クラス別肢体不自由者卓球大会

（大阪：大阪市舞洲障がい者スポーツセンター）

・日本リーグ後期大会

（埼玉：サイデン化学アリーナ）

１０日-１４日（水-日）

７日（日） ・県下中学校新人戦＜団体戦＞

 ＜ジュニアの部＞ ＜一般の部＞ 近畿ブロック最終予選  ＜個人戦＞

（和歌山ビッグウエーブ） （京都：伏見港公園体育館） （和歌山市立松下体育館）

８日（月） ７日（日）

・全日本卓球選手権大会県予選会 ・天皇杯皇后杯全日本卓球選手権大会 ・和歌山レディース親善卓球大会

・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）

2021年11月
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３０日-１１月２日（土-火）

２９日-３１日（金-日）

・全日本社会人卓球選手権大会

（山梨：緑が丘スポーツ公園体育館）

・近畿上級レフェリー審判講習会 【県卓球協会・中体連共催】

（大阪：丸善インテックアリーナ大阪） （和歌山市立市民体育館）

６日（土）

・全日本大学総合卓球選手権大会

【主管：和歌山県卓球協会和歌山支部】

（和歌山市立松下体育館）

・全日本卓球選手権大会＜カデットの部＞ （和歌山市立松下体育館）

（愛知：スカイホール豊田）

・和歌山レディース親善卓球大会

２９日-３１日（金-日）  ＜ダブルス戦＞

未定

【主催：和歌山市・市教育委員会市体育協会】

県中体連・県高体連

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

2021年10月

10

 ＜個人の部＞

（埼玉：所沢市民体育館）

２８日-３１日（木-日）

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業）



２３日（祝火）

１８日（土）

１９日（日)

２７日（月）

・東アジアホープス卓球大会予選会

（和歌山県立体育館　補助館）

（和歌山市立河南総合体育館）

２４日-２６日（金-日）

・第３６回近畿高校新人卓球大会

（滋賀：YMITアリーナ）

・全国中学選抜卓球大会県予選会＜団体戦＞

未定

・全国ろうあ者卓球選手権大会

・ラージボール男女シングルス （神奈川：秩父宮記念体育館）

（和歌山ビッグウエーブ）

（神奈川：神奈川県立スポーツセンター）

和歌山県身体障害者卓球選手権大会

（白浜町立総合体育館） （和歌山県立体育館）

４日-5日（土-日）

・高校２年生以下男女シングルス（ジュニア）

・中学２年生以下男女シングルス（カデット） １１日（土）

・小・中学１年生男女シングルス ・日本リーグJTTL選抜全国チャンピオン大会

・男女シングルス ・アスリートパスウェイ事業

・男女ダブルス ・全国ブロック別研修会

・年齢別男女シングルス （奈良：五條市上野公園総合体育館）

（長野：ことぶきアリーナ）

・卓球祭（兼）東京卓球選手権大会県予選会

＜競技種目＞ １０日-１２日（金-日）

2021年12月
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５日（日） ３日-５日（金-日） ５日（日）

・第２９回県卓球協会支部対抗戦 ・東アジアホープス卓球大会 ・第３９回　黒潮オープン

【田辺・西牟婁支部】 （福岡：北九州市立体育館）

（白浜町立総合体育館）

４日-５日（土-日）

・日本リーグJTTLファイナル４

・FIDジャパンチャンピオンリーグ卓球大会

（兼）全国レディースフェスティバル県予選会 未定

注②：シングルスは上位の種目に参加する

ことが出来る。但し参加は１人１種目に限る。

選手権予選を兼ねる。種目：（4）は全国 ・世界ユース卓球選手権大会

レディース卓球フェスティバル予選を兼ねる （旧　世界ジュニア卓球選手権大会）

（4）レディース団体・シングルス ＊下旬から１２月上旬

注①：種目（１）（２）は大阪国際招待卓球 未定    中学校・高校期末テスト

2021年11月
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２７日-２８日（土-日）

・第５７回会長杯県下卓球大会（兼） ・全日本学生選抜卓球選手権大会

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

（2）高校２年生以下男女子シングルス

（3）ラージボール男女子シングルス

＜競技種目＞ ・県下高校卓球新人戦

（1）男女子シングルス・ダブルス （白浜町立総合体育館）

大阪国際招待卓球選手権大会県予選会 （東北）未定



８日（土）

５日（土）

１９日（土）

・ジャパントップ１２(兼)世界卓球選手権選考会

（和歌山市立市民体育館） １８日-２０日（金-日） ＊２月下旬より３月上旬

・大阪国際招待卓球選手権大会    中学校・高校期末テスト

 ＜ダブルス戦＞

・トップ強化コーチ招聘事業 （和歌山市立松下体育館）

和歌山県少年少女卓球技術講習会

（東京：東京体育館）

⑨小・中学１年生女子シングルス １１日-１３日（金-日）

⑥中学生男子シングルス

⑦中学生女子シングルス

（大阪：エディオンアリーナ大阪

未定

⑤レディースシングルス

③ラージボール男子シングルス （和歌山県立体育館）

④ラージボール女子シングルス

・県卓和歌山支部

①男子シングルス ・和歌山市中体連

②女子シングルス ・和歌山市高体連

2

１１日（祝・金） ８日-９日（火-木） ・和歌山市中・高校冬季卓球大会

・第３２回県卓球協会オープン ・全国レディース卓球フェスティバル 【共催】

支部長杯卓球大会 （大阪：丸善インテックアリーナ大阪）

（和歌山市立市民体育館） ・全日本ラージボール卓球選手権大会

（茨城：アダストリアみとアリーナ） ２７日（日）

・和歌山レディース親善卓球大会

⑧小・中学１年生男子シングルス

 ＜一般・ジュニアの部＞

２３日（日）

・２０２１年度第２回理事会

2022年2月

（東京：八王子エスホルタアリーナ）

２８日-３０日（金-日）

・東アジアホープス卓球大会選考会

2022年1月

1

・第１９回全国ホープス選抜卓球大会県予選会

（和歌山県立体育館　補助館）

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

（東京：東京体育館）

（ルミエール華月殿） ２４日-３０日（月－日）

・天皇杯皇后杯全日本卓球選手権大会

　　　　&明治スポーツプラザ）



26大会 19日

2大会 2日

4大会 4日

2大会 3日

2回 7日

　　　  1回 　　 1日

　　　　1回 　　 1日

計 　   　 38回 　  37日

・県卓球協会共催日程　　　　　　　  　　　   　

・県卓球協会主催・主管大会日程 　　　   　

・県卓球協会和歌山支部共催日程　　　　  　

・国体選手強化訓練日程　　　　　　　　　　   

・公認審判員養成講座日程

・トップ強化コーチ招へい事業

☆事業計画日程

合計大会日程　34大会　28日

未定

・ジャパンオープン（肢体不自由者）卓球大会

⑦ラージボール男子シングルス ・全国中学選抜卓球大会

⑧ラージボール女子シングルス （愛媛：愛媛県武道館）

（和歌山市立河南総合体育館）

④中学生女子シングルス

⑤小・中学１年生男子シングルス

⑥小・中学１年生女子シングルス

・少年少女卓球普及講習会

③中学生男子シングルス （奈良：平郡町総合スポーツセンター）

・全国ホープス選抜卓球大会

（広島：広島グリーンアリーナ）

2022年3月

3

未定

・東京卓球選手権大会

（東京：東京体育館）

１８日-２１日（金－月）

・第３６回県卓球協会 ・全国高校選抜卓球大会

和歌山支部主催卓球大会 （栃木：栃木県総合運動公園）

＜競技種目＞

（兵庫：グリーンアリーナ神戸）

２１日（祝月）

２６日-２７日（土-日）

①男子シングルス ２４日（木）

②女子シングルス

４日-６日（金-日）

和歌山県卓球協会 日卓（一般事業・交流・招待・国際事業） 県中体連・県高体連

（主催・共催・主管） 日学連・高体連・近畿地区等 和歌山レディース卓球連盟・その他

＊国体強化訓練については、各種目ごとその都度開催することがあります。

･県卓球協会和歌山支部主催主管日程　 　


