
更新
年 月 日 曜日 沖　　縄　　県 会　場 世界・全日本等 会場 全九州 会場

4 令和２年度 年齢別ラージボール卓球大会(兼全国ねんりんピック選手選考会） 県立武道館 4月 4月

令和２年度 おきなわサービサー杯春季一般卓球団体戦 県総合運動公園 8-11 日本リーグ（ビッグトーナメント） 和歌山

全農杯令和２年度全日本卓球選手権大会（ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞの部） 21-26 ジャパンオープン荻村杯(ITTFワールドツアープラチナ） 福岡

兼 第25回全九州卓球選手権大会（小学）県予選（個人） 5月 5月

第36回 海邦国体記念高校卓球大会 那覇市民体育館 20-24 日本リーグ（前期） 三重 22-24 全九州選手権（ラージボールの部） 宮崎

第37回 全国ﾎｰﾌﾟｽ卓球大会 兼 第23回全九州卓球選手権大会（小学生の部）県予選（団体） うるま市石川体育館 6月 14-17 全九州学生春季選手権兼全日本大学対抗予選 沖縄

5 第18回 ふれあいラージボール卓球大会 沖縄市体育館 24-28 全日本大学総合卓球選手権（団体の部） 福岡

第37回 NHK杯中学生卓球大会（NHK沖縄放送局共催） 県総合運動公園 26-28 全国ラージボール大会 岩手 6月

全九州学生春季選手権兼全日本大学対抗予選 那覇市民体育館 7月 26-28 全九州卓球選手権大会（小学生の部） 佐賀

令和２年度 県高校総合体育大会卓球競技（県高体連主催） 県立武道館 10-12 全日本ラージボール選手権 福島 26-28 九州高校総体 宮崎

第31回 県レディース・ダブルス団体卓球大会 うるま市石川体育館 24-26 全日本選手権（ホープス・カブ・バンビの部） 兵庫 7月

6 第96回 県教職員卓球大会 25-8/7 オリンピック競技大会（卓球競技） 東京

第44回社会人卓球選手権大会兼全日本社会人卓球選手権大会及び全日本卓球選手権大会（マスターズの部）県予選 県総合運動公園 8月

令和２年度 県中学生卓球選手権大会（琉球新報社共催） うるま市石川体育館・県立武道館 10-15 全国高校選手権大会 岩手 8月

第75回 国民体育大会卓球競技県予選（成年・少年） 那覇市民体育館 13-15 全国ホープス大会 愛知 7-8 全九州中学校体育大会 熊本

7 第20回 県障がい者卓球大会 21-24 全国中学校大会 静岡 28-30 国体九州ﾌﾞﾛﾂｸ大会 沖縄

第40回 新報児童オリンピック卓球大会 県総合運動公園 21-23 全国ホープスブロック大会南日本ホープス 佐賀 29 第1回理事長会 沖縄

第58回 県中体連総合体育大会（卓球競技） 宜野湾市体育館 26-9/4 パラリンピック競技大会（卓球競技） 東京

令和２年度 夏季レディース卓球大会 県総合運動公園 9月 9月

8 令和２年度 オリオンビール杯夏季一般卓球団体戦 那覇市民体育館 3-6 全日本実業団選手権 岡山

令和２年度 県高等学校卓球選手権大会（城間杯）（高体連共催） 県立武道館 19-22 全日本クラブ選手権 茨城

令和２年度 全日本卓球選手権大会（ｶﾃﾞｯﾄの部）県予選（沖縄タイムス共催） 沖縄市体育館 29-10/4 アジアジュニア＆カデット選手権大会 10月

第76回国民体育大会九州ブロック大会 宜野湾市体育館 10月 8-12 国民体育大会 鹿児島

9 令和２年度 県中学対抗団体戦卓球大会 21世紀の森体育館 8-12 国民体育大会 鹿児島 30-11/1 三共レディース大会 長崎

19-20 土日 令和２年度 県高校新人卓球選手権大会（県卓球協会共催） うるま市石川体育館に変更 16-18 全日本選手権（団体の部） 三重 11月

27 日 令和２年度 沖縄電力杯秋季一般卓球団体戦 那覇市民体育館に変更 22-25 全日本大学総合卓球選手権（個人の部） 愛知 11-15 日本卓球リーグ後期 鹿児島

10 第97回 県教職員卓球大会 23-25 全日本選手権（マスターズの部） 京都

3-4 土日 2019年度　全日本卓球選手権大会（一般ダブルス・シングルス）県予選 うるま市石川体育館 31-11/2 全国健康福祉祭（ねんりんピック） 岐阜

18 日 令和２年度 県ｽﾎﾟｰﾂ少年団卓球大会（県ｽﾎﾟｰﾂ少年団主催）　 与那原交流 11月 12月

25 日 令和２年度 全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）県予選 うるま市石川体育館 6-8 全日本社会人選手権 岐阜 4-6 パスウェイ 福岡

30-11/2 金-月 令和２年度 県高校新人体育大会卓球競技（県高体連主催） 30,31石川1,2武道館 11-15 日本リーグ（後期） 熊本 11-13 全国レディース大会 宮崎

11 1 日 第22回 県スポーツレクリエーション祭ラージボール卓球大会 うるま市石川体育館 13-15 全日本選手権（カデットの部） 富山 18-20 全九州高校新人卓球選手権大会（選抜予選） 大分

8 日 第75回 全九州卓球選手権大会県予選（一般単複の部） 豊見城体育館 14-15 国際クラス別パラ卓球選手権大会（肢体不自由者） 大阪 1月

22 日 第３６回県レディース卓球大会 うるま市石川体育館 28-29 全日本学生選抜 神奈川 5 全九州教職員卓球選手権大会 熊本

22 日 第30回 東アジアホープス卓球大会選考県予選 県総合運動公園 29-12/6 世界ジュニア選手権大会 ポルトガル 9 令和2年度九卓連総会 熊本

28・29 土日 第72回 沖縄県民体育大会卓球競技 うるま市石川体育館 12月

12 20 日 第75回 全九州卓球選手権大会県予選（年齢別の部） 21世紀の森体育館 11-13 全国レディース大会 宮崎 2月

19-20 土日 第21回 全九州卓球選手権大会（中学生の部）県予選 県総合運動公園 12-13 日本リーグ（ファイナル4） 広島 19-21 全九州卓球選手権大会（中学生の部） 鹿児島

26-27 土日 第60回 タイムス杯争奪総合個人卓球選手権大会（沖縄タイムス社） うるま市石川体育館 26-29 全国教職員大会 愛媛 3月

1 10 日 第18回 全国ホープス選抜卓球大会県予選 県総合運動公園 1月 5-7 全九州卓球選手権大会（年齢別の部） 福岡

30-31 土日 令和２年度 県中学校新人卓球選手権兼第21回全国中学選抜卓球大会県予選（沖縄タイムス共催） 県総合運動公園 天皇杯・皇后杯全日本選手権（一般・ジュニアの部） 12-14 全九州卓球選手権大会（一般の部） 沖縄

2 13-14 土日 第44回 新報杯争奪総合団体卓球選手権大会（琉球新報社共催） 県総合運動公園 2月

21 日 令和２年度 県ラージボール卓球選手権大会 うるま市石川体育館 18-19 全国レディースフェスティバル 大阪

28 日 第6回 九州中学選抜卓球大会選考会（個人の部） 県総合運動公園 3月

3 7 日 第40回 県小学生卓球大会 県総合運動公園 25-28 全国高校選抜 三重

12-13-14 金土日 第76回全九州卓球選手権大会〈一般単複の部） 那覇市民体育館 26-28 全国ホープス選抜 島根

21 日 令和２年度レディース卓球大会 うるま市石川体育館 27-28 全国中学選抜 徳島

28 日 第17回 にこにこラージボール卓球大会 うるま市石川体育館

4 中旬 役員総会
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