
          京 都 卓 球 協 会

中　　央　　大　　会 月 日 曜 会場 中学・高校・大学・近畿

9 日 島津2

15 土 亀岡市

5 金祝 島津2

6 土 第29回全国ﾎｰﾌﾟｽ（西日本ﾎｰﾌﾟｽ）京都予選 島津2

6 土 29年度第1回京都社会人リーグ（団体） 亀岡市

7 日 29年度第1回京都社会人リーグ（団体） 島津1・2

7 日 29年度全日本選手権（ﾎｰﾌﾟｽ以下）京都予選 福知山

12 金 29年度全国ﾚﾃﾞｨｰｽ京都予選、第23回京都シニア大会 島津2

21 日 綾部市

28 日 西山公園

13 火 第44回京都レディース若葉大会（団体ﾘｰｸﾞ） 島津1・2

24 土 29年度京都中学生大会(団体) 向日市

24 土 第72回国民体育大会京都予選(少年・成年の部）
ハンナ
　　リーズ

2 日 29年度第2回京都社会人リーグ（団体） 向日市

11 火 第35回京都ｵｰﾌﾟﾝ近府県ﾚﾃﾞｨｰｽ大会 島津1・2

23 日 29年度第2回京都社会人リーグ（団体） 島津1・2

26 水 第32回京都市中学生ダブルス大会
ハンナ
　　リーズ

8 31 木 島津1・2

16 土 29年度全日本選手権（ジュニアの部）京都予選
ハンナ
　　リーズ

17 日 29年度全日本選手権（カデットの部）京都予選 向日市

23 土祝 第47回京都府社会人選手権大会（団体・個人） 向日市

28 木 第17回京都ｵｰﾌﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾍﾞｽﾄｶｯﾌﾟﾙ大会（ダブルス） 島津1・2

20 金 第50回京都レディース 3S リーグ大会（団体リーグ） 島津1・2

21 土 島津2

21 土 29年度全日本選手権（シングルス・女子ダブルスの部）京都予選
ハンナ
リーズ1・2

22 日 東山高

29 日 29年度第3回京都社会人リーグ（団体） 城陽市

11 21 火 第45回京都レディース若葉大会（団体ﾘｰｸﾞ） 島津1・2

9 土 伏見港

14 木 島津1・2

17 日 第39回京都ジュニア選手権大会 伏見港

24 日 29年度第3回京都社会人リーグ（団体） 島津1・2

24 日 向日市

8 月祝 第25回京都府中学校団体選手権大会 伏見港

14 日 29年度京都ホープス以下大会 島津2

26 金 第51回京都レディース大会 3S リーグ大会（団体リーグ） 島津1・2

28 日 29年度第4回京都社会人リーグ（団体） 島津1・2

6 火 第65回京都レディース大会（二人団体） 島津1・2

18 日 29年度第4回京都社会人リーグ（団体） 伏見港

13 火 第52回京都ﾚﾃﾞｨｰｽ 3S とんでとんでリーグ大会（団体リーグ） 島津1・2

17 土 29年度京都選手権大会（シングルｽ・ダブルスの部） 伏見港

12

第39回京都ジュニア年齢別選手権大会（カデットの部）

12/2 東京江東区 日本ﾘｰｸﾞ
  JTTL選抜全国チャンピオン大会
12/9. 10 沖縄 日本ﾘｰｸﾞ ﾌｧｲﾅﾙ4

第18回京都ｵｰﾌﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾍﾞｽﾄｶｯﾌﾟﾙﾘｰｸﾞ大会（ダブルス）

12/3 島津2 ベテラン京阪神大会
12/8. 9. 10 松山市
　　　　ｵｰﾙ西日本大学選手権（個人）
12/25. 26 和歌山
　　　　高校近畿新人、全国選抜予選

1/15～21 東京
                 全日本 一般・ジュニア

29年度京都中学ｵｰﾌﾟﾝ大会、東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ国内予選京都選考会
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1/8 久御山 京都高校公立大会
1/28 東山高
 　　　全国高校選抜シングルス予選

2/27. 28 大阪
　　　全国ﾚﾃﾞｨｰｽ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2/4 大阪府立 大阪マスターズ大会

2/16. 17. 18 大阪府立 大阪国際ｵｰﾌﾟﾝ2　

3/23～25 神奈川 全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜
3/24. 25 京都 全国中学選抜
3/25～28 福井 全国高校選抜 3

3/6～11 東京 東京オープン
3/11 伏見港 京都市長杯

7/6～9 北海道
　　　 全日本大学総合 団体
7/10～14 上海 東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ
7/14～17 広島 全日本クラブ
7/20～23 愛知 全日本実業団
7/28～30 香川 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ
7/28～30 神戸 全日本ﾎｰﾌﾟｽ以下

7/20. 21. 22 島津1・2 高校近畿大会
7/24 島津1
                京都市中学校選手権（団体）
7/ 28. 29 亀岡市 京都府中学校総体

77/28～8/2 福島 インターハイ

8/3～6 千葉 全国教職員
8/14～16 東京 全国ホープス
8/19～30 台北 ユニバーシアード
8/22～25 大分 全国中学
8/26. 27 福知山
　日本ﾘｰｸﾞ日学連対抗ﾄﾞﾘｰﾑﾏｯﾁ

8/6. 7 西山公園 中学近畿大会
8/7. 8 大阪市 西日本ﾎｰﾌﾟｽ
8/10. 11 三段池 京都高校府下大会
8/17. 18 池田市 全日学（個人）予選
8/19. 20 神戸 国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ

 

第50回京都ｵｰﾌﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽ兼第一三共ﾍﾙｽｹｱ近畿ﾌﾞﾛｯｸ予選
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8/31～9/3 横浜 ジャパンオープン
9/9～11 秋田 全国健康福祉祭

9/3 島津2 京都府民総体マスターズ
9/6. 7. 8 横大路 13. 14. 15 尼崎
　　　　関西学生秋季リーグ戦
9/9. 10 福知山
  　京都高校秋季（全国選抜一次予選）
9/22. 23. 24 和歌山 近畿選手権

9/30～10/4 愛媛 国民体育大会
10/13～15 福井 全日本団体

10/26～29 所沢市 全日学総合個人
10/27～29 新潟 全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ
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10/1 島津2 日本ﾘｰｸﾞによる講習会
10/8 久御山 高校私学大会
10/19 神戸 近畿ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾞﾛｯｸ大会
10/23 大阪 大阪ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ全国ｵｰﾌﾟﾝ第３9回京都ジュニア年齢別ホープス以下大会、全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜京都選考会

11/3～5 岡山 全日本社会人
11/10～12 熊本 全日本カデット
11/15～19 京都 日本ﾘｰｸﾞ後期

11/25. 26 門真市 全日本大学選抜

11/26～12/3 イタリア 世界ジュニア

29年度全日本選手権（男子ダブルス・ミックスの部）京都予選

11/3 島津1･2 京都市ｶｰﾆﾊﾞﾙ大会
11/4 伏見港 京都中学秋季新人
11/4. 5 三段池1・2競
　　 京都高校秋季新人選抜二次予選
11/7 大阪府 全日本近畿予選
11/12 舞鶴市 府民総体市町村大会
11/21.22  山口　西日本ﾚﾃﾞｨｰｽ
11/25 三段池1・2競 26 福知山
　　　　  高校 京都・神奈川定期戦

平 成 29 年 度 京 都 卓 球 協 会 一 般 事 業 計 画 

京　　　都　　　卓　　　球　　　協　　　会

4/8. 9 茨城
          日本リーグ ビッグトーナメント
4/9～16 中国 アジア選手権
4/16 東京・大阪
全国公認ﾚﾌｪﾘｰ・上級公認審判員研修会
4/20～23 東京港区 日本ﾘｰｸﾞ選手権

4
29年度第1回京都社会人大会二人団体（男子・女子）

4/13(5:00). 21. 27 島津1
　　　　　　ｻﾝ･ｸﾛﾚﾗ杯ｵｰﾙ京都ﾚﾃﾞｨｰｽ

4/21. 22. 23 向日市 関西学生新人29年度全日本マスターズ大会京都予選
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29年度全国健康福祉祭京都予選、第51回全日本社会人京都予選  

5/27. 28 八王子市
　　東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ日本代表選考会

5/29. 6/5 ドイツ 世界選手権

4/29 近大 5/1. 2 横大路 5/5. 6. 7 交野
　　    　　　関西学生春季リーグ
5/3 横大路 京都市中学春季総体
5/3. 4 島津1 全国インターハイ一次予選
5/21 島津1
　　 京都高校総体　ｲﾝﾀｰﾊｲ一次予選

  

6/7～11 島根 日本リーグ 前期

6/14～18 東京 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ荻村杯
6/29～7/2 和歌山
　　　　　 全国ラージボール大会

第67回全日本実業団、第36回全日本クラブ 京都予選

第38回京都中学生学年別シングルス大会（近畿選手権推薦者選考）
6/3. 4 島津1 10 東山
　　　　　全国ｲﾝﾀｰﾊｲ二次予選
6/9. 10. 11 向日市 関西学生選手権

6


