
大会開催日 曜日 大　　　　　会　　　　　　名 会　場 競技種目 参加対象 締切日

２２．　４．　９ 土 静岡市中学卓球選手権大会兼静岡市おまつり卓球大会（中学男子個人の部） 静岡中央 個人戦 中学男子 3/5

２２．　４．１０ 日 静岡市中学卓球選手権大会兼静岡市おまつり卓球大会（中学女子個人の部） 静岡中央 個人戦 中学女子 3/5

２２．　５．１４ 土 第１７回静岡市中学卓球選手権大会（男子団体の部）　　　　 静岡中央 団体戦 中学男子 4/16

２２．　５．１５ 日 第１７回静岡市中学卓球選手権大会（女子団体の部）　　　　 静岡中央 団体戦 中学女子 4/16

２２．　５．２１ 土 第３８回静岡ラージボール卓球交流大会 静岡長田 団体戦 一般 4/30

２２．　６．１１ 土 第１７回静岡市おまつり卓球大会（小・一般の部）　 静岡北部 S・MW 小・一般 5/21

２２．　６．１２ 日 第１７回静岡市おまつり卓球大会（高校女子の部）　 静岡東部 S・W 高校女子 5/22

２２．　６．１９ 日 第１７回静岡市おまつり卓球大会（高校男子の部）　 静岡東部 S・W 高校男子 5/29

２２．　７．　９ 土 第１７回静岡市会長杯争奪卓球大会（小学生の部） 清見潟 個人戦 小学生 6/19

２２．　７．１６ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第１回目）（１日目）（１・６部） 清見潟 団体戦 一般 5/31

２２．　７．１７ 日 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第１回目）（２日目）（２・５部） 清見潟 団体戦 一般 5/31

２２．　７．１８ 月 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第１回目）（３日目）（３・４部） 清見潟 団体戦 一般 5/31

２２．　７．２３ 土 ２０２２年度清水卓球リーグ戦（第１回目）（１日目）（６～１０部）　　　　　　 清水総合 団体戦 高・一般 5/31

２２．　７．２７ 水 長島杯兼静岡オープン 静岡北部 個人戦 高校 7/5

２２．　８．１１ 木 第３６回静岡混合団体戦 静岡中央 団体戦 一般 7/20

２２．　８．２０ 土 ２０２２年度静岡社会人リーグ卓球大会(前期)（１日目）（１～２２部） 静岡中央 団体戦 一般 6/11

２２．　８．２１ 日 ２０２２年度静岡社会人リーグ卓球大会(前期)（２日目）（２３～最終部） 静岡中央 団体戦 一般 6/11

２２．　９．１０ 土 ２０２２年度清水卓球リーグ戦（第１回目）（２日目）　（１～５部）　　　　　 清水総合 団体戦 高・一般 5/31

２２．　９．１７ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第２回目）（１日目）（５・２部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２２．　９．１８ 日 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第２回目）（２日目）（４・３部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２２．　９．１９ 月 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第２回目）（３日目）（６・１部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２２．　９．２５ 日 第１６回しずおかフェスティバル（一般・高校・小学生・ラージの部） 静岡中央 個人戦 小・高・一般 9/4

２２．１０．　２ 日 第２０回静岡市民卓球大会（中学男女１年生個人の部） 静岡北部 個人戦 中学１年 8/27

２２．１０．　８ 土 第１６回しずおかフェスティバル兼第５６回静岡県中部地区卓球選手権大会（中学男子） 静岡中央 個人戦 中学男子 9/3

２２．１０．　９ 日 第１６回しずおかフェスティバル兼第５６回静岡県中部地区卓球選手権大会（中学女子） 静岡中央 個人戦 中学女子 9/3

２２．１０．２２ 土 ２０２２年度清水卓球リーグ戦（第２回目）（１日目）（６～１０部）　　　　　 清水総合 団体戦 一般 ―

２２．１０．２９ 土 ねんりんピック 卓球交流大会静岡市選手選考会 清見潟 個人戦 ６０歳以上 10/8

２２．１０．２９ 土 第２０回静岡市民卓球大会（中学男子団体の部） 静岡中央 団体戦 中学男子 10/1

２２．１０．３０ 日 第２０回静岡市民卓球大会（中学女子団体の部）　 静岡中央 団体戦 中学女子 10/1

２２．１１．１２ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第３回目）（１日目）（１・３・５部） 清水総合 団体戦 一般 ―

２２．１２．　３ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第３回目）（２日目）（２・４・６部） 清水総合 団体戦 一般 ―

２２．１２．　３ 土 第２０回静岡市民卓球大会（中学男女２年生個人の部）　 静岡中央 個人戦 中学２年 10/29

２３．　１．２１ 土 ２０２２年度清水ラージボール交流会 清見潟 団体戦 一般 1/7

２３．　１．２１ 土 第１７回静岡市会長杯争奪卓球大会（中学男子の部） 静岡中央 個人戦 中学男子 12/17

２３．　１．２２ 日 第１７回静岡市会長杯争奪卓球大会（中学女子の部） 静岡中央 個人戦 中学女子 12/17

２３．　２．　４ 土 ２０２２年度清水リーグ戦（第２回目）（２日目）（１～５部） 清水総合 団体戦 一般 ―

２３．　２．１８ 土 静岡県中学卓球選手権大会静岡市予選会（男子の部）　　　　　　 静岡中央 団体戦 中学男子 1/21

２３．　２．１９ 日 静岡県中学卓球選手権大会静岡市予選会（女子の部）　　　　　　 静岡中央 団体戦 中学女子 1/21

２３．　３．　４ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第４回目）（１日目）（４・３部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２３．　３．　５ 日 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第４回目）（２日目）（６・１部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２３．　３．１１ 土 ２０２２年度清水ラージボールリーグ戦（第４回目）（３日目）（５・２部） 清見潟 団体戦 一般 ―

２３．　３．１８ 土 第２０回静岡市民卓球大会（小・高・一般の部） 静岡北部 Ｓ・Ｗ 小・高・一般 2/26

２３．　３．１９ 日 ２０２２年度静岡社会人リーグ卓球大会(後期)（１目目）（１～２２部） 静岡中央 団体戦 一般 ―

２３．　３．２１ 火 ２０２２年度静岡社会人リーグ卓球大会(後期)（２目目）（２３～最終部） 静岡中央 団体戦 一般 ―

２０２２年度静岡市卓球協会大会行事予定表　
２０２２年３月６日現在

※競技種目は、最終的に要項で確認して下さい


