
2021年5月31日修正

月 日 曜日 大　会　・　行　事　名 会場 締切 参加料 全国・近畿大会等

中止 9 金 スポーツデポ杯大卓リーグ①ラージ 府立体① 3/15(月)

中止 22 木 スポーツデポ杯大卓リーグ①硬式 中央体メイン 3/15(月)

延期 64ブロック女子・国体予選少年女子①　64ブロック男子・国体予選少年男子① 大浜体 高体連以外4/13(火) S800

延期 64ブロック男子・国体予選少年男子② 箕面市立体 高体連以外4/13(火) S800

延期(秋頃) 全日本ラージボール選手権大会予選 東淀川体 4/16(金) S1200 2/11～13 茨城

延期 5 64ブロック女子・国体予選少年女子 原池体

延期 64ブロック男子・国体予選少年男子③ 岸和田

延期 64ブロック男子・国体予選少年男子④ 箕面市立体

2 日 64ブロック男子・国体予選少年男子④ 箕面市立体

5/23(日)に延期 国体大阪府予選会(成年男女)(AM.PM) 門真サブ 4/16(金) S1200 近ﾌﾞﾛ8/28～29 門真　本国体10/1～4 三重

6/20(日)に延期 全国ホープス予選会 兼 西日本ホープス予選会(AM.PM) 門真サブ 4/16(金) T4000 全国8/16～18 京都府立　西日本8/21～22 鳥取

中止 13 木 スポーツデポ杯大卓リーグ②ラージ 府立体①

中止 15 土 障がい者府代表選考会 門真サブ

16 日 国体予選少年女子 門真サブ

中止 21 金 スポーツデポ杯大卓リーグ②硬式 中央体メイン

中止 22 土 大阪市長杯各区対抗 中央体メイン

22 土 64ブロック男子・国体予選少年男子 門真サブ

国体予選少年女子残り 門真サブ

64ブロック男子・国体予選少年男子 中央体メイン

6/5(土)に延期 全日本実業団予選会 4/30(金) T10000 9/2～5 山形県総合

全日本選手権(ホープス・カブ・バンビの部)予選会兼アスリートパスウェイ選考会※ 4/30(金) S800 7/22～25 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸　※ﾊﾟｽｳｪｲ近畿選考12/10-12　奈良五條

国体大阪府予選会(成年男女)(AM.PM) 4/16(金) S1200 近ﾌﾞﾛ8/28～29 門真　本国体10/1～4 三重

ＮＥＷ 29 土 64ブロック男子・国体予選少年男子 中央体メイン

ＮＥＷ 30 日 64ブロック男子・国体予選少年男子 中央体メイン

中止 2 水 スポーツデポ杯大卓リーグ③ラージ 府立体①

中止 公認審判員研修会（高体連） 常翔学園高

全日本クラブ予選会 府立体① 5/14(金) T10000　T4000 9/23～26 滋賀

6/27(日)に延期 全日本実業団予選会 - 4/30(金) T10000 9/2～5 山形県総合

ＮＥＷ 6 日 全国ホープス予選会 兼 西日本ホープス予選会 中央体サブ 4/16(金) T4000 全国8/16～18 京都府立　西日本8/21～22 鳥取

11 金 第一三共全国レディース団体予選会 中央体サブ 5/21(金) T10000 9/17～19 大阪市中央体育館

中止 14 月 牛乳石鹼レディースチーム大会 府立体① 5/21(金) T4000

17 木 第一三共全国レディースダブルス予選会 中央体サブ 6/11(金)必着 D2000 9/17～19 大阪市中央

中止 20 日 ニッタク杯少年少女チーム大会 長居(南練習室) 6/4(金) T1500

6/6に再変更 20 日 全国ホープス予選会 兼 西日本ホープス予選会 長居(南練習室) 4/16(金) T4000 全国8/16～18 京都府立　西日本8/21～22 鳥取

26 土 国体予選（少年男女決勝Ｌ） 原池体

ＮＥＷ 27 日 全日本実業団予選会 個別連絡 4/30(金) T10000 9/2～5 山形県総合

中止 1 木 スポーツデポ杯大卓リーグ④ラージ　 府立体①

全日本社会人予選会 大浜体 6/11(金) S1200　D2000 10/29～31山梨

全日本選手権(マスターズの部)予選会 大浜体 6/11(金) S1200 10/8～10 福島

11 日 全日本選手権（カデットの部）予選会 中央体サブ 6/18(金) S800 D1400 10/29～31愛知県豊田市

中止 15 木 スポーツデポ杯大卓リーグ③硬式 中央体メイン

25 日 近畿選手権予選会 府立体① 7/2(金) S1200　中2以下800 9/10～12 和歌山

30 金 大阪府サウンドテーブルテニス大会 府立体②

31 土 東アジアホープス卓球大会大阪府予選会 大東市民体 7/2(金) S800 代表選考会1/28～30 東京八王子 本選2022年度開催

1 日 公認審判員研修会（旧3級） 府立体会議室3・4

13 金 全日本選手権(ジュニアの部)男子一次予選① 大浜体 高体連以外6/30(水) S800 1/24～30東京

全日本選手権(ジュニアの部)男子一次予選② 大浜体 高体連以外6/30(水) S800 1/24～30東京

全日本選手権(ジュニアの部)女子予選 原池体 高体連以外6/30(水) S800 1/24～30東京

21 土 近畿シード会議 府立体会議室3・4

28～29 土～日 国体近畿ブロック 門真サブ 10/1～4 三重県営サンアリーナ

1 水 スポーツデポ杯大卓リーグ⑤ラージ 府立体①

4～5 土～日 コーチ１(公認卓球コーチ）講習会 日本生命体

6 月 スポーツデポ杯大卓リーグ④硬式 中央体メイン

14 火 牛乳石鹼レディースシングルス大会 府立体① 8/17(火) S1000

17～19 金～日 第一三共全国レディース卓球大会 中央体メイン

20 月(祝) VICTAS杯大阪個人リーグ 臨海ＳＣ 8/27(金) S1000　高校生以下800

全日本選手権(ジュニアの部)女子予選決勝Ｌ 守口市民体 1/24～30東京

全日本選手権(ジュニアの部)男子二次予選 羽曳野体メイン 1/24～30東京

26 日 全日本選手権(ジュニアの部)男子予選決勝Ｌ 鴨谷体 1/24～30東京

3 日 第61回大阪国際招待選手権予選会(一般シングルス・ダブルス) 羽曳野体サブ 9/3(金) S1200　D2000 2/18～20 府立

7 木 スポーツデポ杯大卓リーグ⑥ラージ 府立体①

12 火 スポーツデポ杯大卓リーグ⑤硬式 中央体メイン

23 土 全日本選手権(男女ダブルスの部)予選会 大東市立体 9/24(金) D2000 1/24～30 東京 近ブロ予選11/8京都伏見港体育館

全日本選手権(混合ダブルス･男女シングルスの部)予選会 箕面市立体 9/24(金) S1200　D2000 1/24～30 東京 近ブロ予選11/8京都伏見港体育館

第61回大阪国際招待選手権予選会（カデット・ホープス） 箕面市立体 9/24(金) S800 2/18～20 府立

1 月 スポーツデポ杯大卓リーグ⑥硬式(AM.PM) 中央体メイン

7 日 近畿ブロックレフェリー・上級研修会（AM.PM） 中央体(中会議室)

12 金 スポーツデポ杯大卓リーグ⑦ラージ 府立体①

13 土 中学校指導者実技講習会（PM） 守口市民体

14 日 後藤杯予選(AM.PM) 長居(北練習室) 10/22(金) S800

東京選手権府予選会(一般・ダブルス) 中央体サブ 10/29(金) S1200　D2000 3/15～20 東京

東京選手権府予選会(年齢別・カデット) 府立体② 10/29(金) S1200　中2以下800 3/15～20 東京

27 土 大阪信用金庫第34回大阪マスターズ選手権(全国オープン)（60歳以上の部） 府立体① 9/24(金) S2000

28 日 大阪信用金庫第34回大阪マスターズ選手権(全国オープン)（30・40・50歳の部） 府立体① 9/24(金) S2000

4 土 東京選手権府予選(男子ジュニア)① 金岡体 高体連以外11/12(金) S800 3/15～20 東京

8 水 スポーツデポ杯大卓リーグ⑧ラージ 府立体①

東京選手権府予選(女子ジュニア) 守口市民体 高体連以外11/12(金) S800 3/15～20 東京

東京選手権府予選(男子ジュニア)② 家原体 3/15～20 東京

19 日 全国ホープス選抜予選会(AM.PM) 長居（北練習室） 11/26(金) S800 3/4～6 広島

20 月 スポーツデポ杯大卓リーグ⑦硬式 中央体メイン

5 水 スポーツデポ杯大卓リーグ⑨ラージ 府立体①

大阪中学生選抜大会 臨海ＳＣ 3/26～27　愛媛

大阪ガバナーズカップ大会（一般・年代別） 府立体① 11/26(金) S1000

23 日 大阪ガバナーズカップ大会（中学生以下） 府立体① 11/26(金) S800

25 火 スポーツデポ杯大卓リーグ⑧硬式 中央体メイン

8～9 火～水 全国レディースフェスティバル 中央体メイン・サブ

14 月 スポーツデポ杯大卓リーグ⑩ラージ 府立体①

18～20 金～日 第61回大阪国際招待卓球選手権大会(全国オープン) 府立体①・浪速ＳＣ

8 火 スポーツデポ杯大卓リーグ⑨硬式 中央体メイン

12 土 ヤサカ杯大阪個人リーグ 臨海ＳＣ 2/18(金) S1000　高校生以下800

19 土 大阪VICTAS杯少年少女チーム大会 中央体サブ 2/25(金) T1500

未定 国際クラス別パラ卓球選手権大会

未定 全国レフェリー・上級審判員研修会

全国健康福祉祭（ねんりんピック予選） 予選会無し 10/30～11/2岐阜

※２０２２年度行事全国レディース近畿ブロック大阪開催

                   ２０２１年度ＮＰＯ法人大阪卓球協会事業計画表　　           
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