2021 年 2 月 5 日更新
神奈川県卓球協会登録選手 各位
神奈川県卓球協会
会長 山口宇宙
「新型コロナウイルス感染予防」のための大会中止、延期について
「命と安全を守ること」を最優先と考え、主催する大会について、現時点で中止また延期とした
神奈川県卓球協会の大会は以下の通りです。
Ⅰ．中止
１、第 70 回全日本実業団卓球選手権大会県予選（5/3 横浜市平沼記念体育館）
注：本大会も中止
２、令和 2 年度全日本卓球選手権大会県予選（ホープス・カブ・バンビの部）
（5/4 川崎市多摩スポーツセンター）
注：本大会も中止
３、第 38 回全国ホープス卓球大会県予選（5/9 平塚総合体育館）
注：本大会、ブロック大会も中止
４、令和 2 年度中学生学年別大会各ブロック大会（5/2～5/9）
県大会（6/14 潮風アリーナ）もすべて中止（4 月 27 日追記）
５、第 39 回全日本クラブ卓球選手権大会県予選（5/6 相模原ギオンアリーナ）
注：本大会も中止（4 月 18 日追記）
６、第 109 回全神奈川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｵｰﾌﾟﾝ大会（6/5 秩父宮記念体育館）
（5 月 2 日追記）
７、第 47 回関東レディース卓球大会県予選（6/7 相模原ギオンアリーナ）
注：本大会も中止(10/3～4)

（5 月 2 日追記）

８、第 3 回全神奈川県ﾏｽﾀｰｽﾞ卓球選手権大会（8/1～2 カルッツかわさき）
（6 月３日追記）
９、第 110 回全神奈川県ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙｵｰﾌﾟﾝ大会（8/6 相模原ギオンアリーナ）
（6 月３日追記）
10、令和２年度全日本社会人卓球選手権大会県予選会（6/20 川崎市麻生ＳＣ）
注：本戦も中止

（6 月 8 日追記）

11、令和 2 年度全日本卓球選手権大会（ﾏｽﾀｰｽﾞの部）県予選（8/22 相模原ギオンアリーナ）
注：本戦も中止

（6 月 8 日追記）

12、令和２年度全日本卓球選手権大会県（ｶﾃﾞｯﾄの部）県予選会（8/29 潮風アリーナ）
（9/5 ひらつかアリーナ）
注：本戦も中止

（6 月 15 日追記）

13、神奈川県選抜強化リーグ①（7/24 秋葉台文化体育館）
（6 月 15 日追記）
（次のページへ）

14、第 75 回国民体育大会県予選（5/9 横須賀南体育館）
注：関東ブロック大会（7/4～5）,本大会も中止（6 月 22 日追記）
15、第 11 回神奈川県市町村対抗卓球大会（9/12 県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
（6 月 25 日追記）
16、令和 2 年度神奈川県ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝ卓球大会（9/21、22 各会場）
（6 月 25 日追記）
17、第一三共ヘルスケアレディース 2020 県予選（5/16 座間市民体育館）
注：本戦も中止（7 月 14 日追記）
18、令和 2 年度全日本卓球選手権大会（男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルス）
（8/30 潮風アリーナ）
注：この種目の本戦は中止
男女シングルスとジュニア男女は開催予定
男女シングルス・ジュニア女子（9/12 潮風アリーナ）開催予定
（7 月 27 日追記）

ジュニア男子（9/27 平塚総合体育館）開催予定
男子シングルスの日程変更

9 月 12 日（土）→9 月 5 日（土）
（8 月 12 日追記）
19、第 73 回東京卓球選手権大会神奈川県予選会
年代別の部（11/22 相模原ギオンアリーナ）
一般シングルスの部、ダブルスの部（11/28 潮風アリーナ）
ジュニア男女シングルスの部（12/12 潮風アリーナ）
注：本戦も中止（8 月 12 日追記）
20、第 39 回東神奈川県近隣中学生卓球大会（9/21 綾瀬市市民体育館）
該当者に直接連絡して中止
21、令和 2 年度神奈川県少年少女卓球大会（11/8 潮風アリーナ）
22、令和 2 年度神奈川カデット卓球選手権大会
（1/5 平塚総合体育館、1/6 寒川総合体育館）
12/26 寒川総合体育館と 1/11 県立スポーツ体育館は実施（12 月 4 日追記）
23、第 111 回神奈川県ラージボールオープン卓球大会（1/29 座間市立市民体育館）
（12 月 4 日追記）
24、神奈川県選抜強化リーグ③（1/9 潮風アリーナ） （1 月 6 日追記）
25、令和 2 年度神奈川県カデッと選手権大会④（1/11 県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） （1 月 6 日追記）
26、令和 3 年度全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会県予選会 (3/27 相模原ｷﾞｵﾝｱﾘｰﾅ)
→延期（平成 3 年度事業に予定）
（1 月 6 日追記）
27、令和 3 年度全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会県予選会 (3/27 相模原ｷﾞｵﾝｱﾘｰﾅ)
→中止（本大会中止のため）
（1 月 6 日追記）
28、第 22 回会長杯神奈川県ﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝ卓球大会 (1/20 横浜武道館) （1 月 9 日追記）
29、第 67 回県中学生卓球大会 (1/23 秋葉台文化体育館)

(1/24 平塚総合体育館)

(1/30 三浦市潮風アリーナ)→延期 （1 月 12 日追記）
30、栃木・神奈川卓球大会 (2/6･7 三浦市潮風アリーナ)
→中止（1 月 12 日追記）
（次のページへ）

(2/ 6 平塚総合体育館)

31、2020 年度神奈川県卓球選手権大会 (2/20･21･23 横浜武道館)
32、第 9 回ﾚﾃﾞｨｰｽﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞ (3/3 秩父宮記念体育館)

(2 月 5 日追記)

(2 月 5 日追記)

Ⅱ．延期（今後の予定は後日ホームページに掲載します）
１．第 1 回審判員講習会（新規・更新）
（7/26 県立スポーツ会館）
（4 月 27 日追記）
→11 月 7 日（土）に延期（寒川総合体育館）
（6 月 8 日追記）
Ⅲ．上記以外で本大会が中止になった大会
１、第 33 回全国ラージボール卓球大会（6/26-28 岩手県）
２、2020 年全日本ラージボール卓球選手権大会（7/10-12 福島県）
３、第 13 回関東ラージボール卓球大会（9/11-13 栃木県）
（4 月 27 日追記）
４、第 13 回関東ラージボール卓球大会（9/11-13 栃木県）
（4 月 27 日追記）
５、第 33 回ねんりんピック岐阜 2020（10/31-11/2 岐阜県）
（6 月 25 日追記）
注：今年度は中止で、次年度岐阜県で開催予定（神奈川県はその翌年開催予定）
６、全日本卓球選手権大会（団体の部）
（10/16-18 三重県）
（6 月 25 日追記）
７、関東ブロック審判講習会（9/27 県立スポーツ会館）
８、関東ホープス卓球大会（2/6～7 群馬県）(9 月 25 日追記)
９、全関東社会人卓球大会（2/13～14 茨城県）(9 月 25 日追記)
10、第 23 回全国レディース卓球フェスティバル（2 2/18-19 大阪 (10 月 5 日追記)
皆様におかれましても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に努めていただくようお願い申
し上げます。

