
　大　　会　　名　　称 開催地 開催期間 場　　　　　　所

1 　全日本選手権（ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ･ﾊﾞﾝﾋﾞの部） 兵　庫 7/22～25 グリーンアリーナ神戸

2 　全日本選手権（ｶﾃﾞｯﾄの部） 愛　　知 10/29～31 スカイホール豊田（豊田市総合体育館）

3 　天皇杯・皇后杯　全日本選手権（一般・ジュニアの部） 東　　京 2022/1/24～30 東京体育館

4 　全日本選手権（マスターズの部） 福　　島 10/8～10 宝来屋郡山総合体育館

5 　全日本選手権（団体の部） 栃　　木 10/15～17 TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）

6 　全日本社会人選手権 山　　梨 10/29～31 緑が丘スポーツ公園体育館

7 　全日本実業団選手権 山　　形 9/2～5 山形県総合運動公園総合体育館

8 　全国中学選抜 愛　　媛 2022/3/26～27 愛媛県立武道館

9 　全国ホープス選抜 広　　島 2022/3/4～6 広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）

10 　全日本クラブ選手権 滋　　賀 9/23～26 ＹＭＩＴアリーナ

11 　全日本ラージボール選手権 茨　　城 2022/2/11～13 アダストリアみとアリーナ

12 　全国ラージボール大会 ― 中止 ―

13 　トップ12兼選考会

14 　全国レディース大会 大　　阪 9/17～19 丸善インテックアリーナ大阪

15 　 全国レディース大会　ブロック大会（北海道） 北海道 7/22 札幌市美香保体育館

16 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（東　北） 岩　手 6/12～13 花巻市総合体育館第3アリーナ

17 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（関　東） 山　梨 10/2～3 小瀬スポーツ公園体育館

18 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（北信越） 長　　野 9/25～26 松本市総合体育館

19 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（東　海） 岐　　阜 10/17 岐阜メモリアルセンター

20 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（近　畿） 京　　都 【10/19】 島津アリーナ京都（京都府立体育館）

21 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（中　国） 鳥　　取 10/16～17 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（鳥取県民体育館）

22 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（四　国） 徳　　島 12/12 アミノバリューホール（鳴門県民体育館）

23 　 　　　〃　　　　　　　　〃　　　（九　州） 鹿児島 11/20～21 西原商会アリーナ（旧鹿児島アリーナ）

24 　全国レディ－ス・フェスティバル 大　阪 202/2/8～9 丸善インテックアリーナ大阪

25 　全国ホ－プス大会 京　　都 8/16～18 島津アリーナ京都（京都府立体育館）

26 　 全国ホープス大会　ブロック大会（北日本ホープス） 岩　　手 7/30～8/1 花巻市総合体育館第1・2アリーナ

27 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（東日本ホープス） 茨　　城 7/30～8/1 ひたちなか市総合運動公園総合体育館

28 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（西日本ホープス） 鳥　　取 8/28～29 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（鳥取県民体育館）

29 　 　　　〃　　　　　　〃　　　　（南日本ホープス） 熊　　本 6/25～27 熊本市総合体育館

30 　ジャパンオープン・荻村杯（ITTF） 　（2021年度開催はありません）

31 　オリンピック競技大会（卓球競技） 東　　京 7/24-8/6 東京体育館

32 　パラリンピック競技大会（卓球競技） 東　　京 8/25-9/3 東京体育館

33 　 FISUワールドユニバーシティゲームズ（旧ユニバーシアード） 中　　国 8/21～27 成都

34 　　アジアジュニア＆カデット選手権大会

35 　　世界ユース選手権大会 （旧世界ジュニア選手権大会）

36 　　東アジアホープス大会 福　　岡 12/3～5 北九州市立体育館

37 　全国高校選手権                   富　　山 8/12～17 富山市総合体育館

38 　全国高校選抜 栃　　木 2022/3/18～21 栃木県総合運動公園（メインアリーナ）

39 　全国教職員大会       福　　島 7/30～8/2 宝来屋郡山総合体育館

40 　全日本大学総合卓球選手権（団体の部） 京　　都 7/1～4 島津アリーナ京都（京都府立体育館）

41 　全日本大学総合卓球選手権（個人の部） 埼　　玉 10/28～31 所沢市民体育館

42 　全日本学生選抜　                宮　　城 11/27～28 カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

43 　日本リーグ（前期）              千　　葉 6/23～27 バルドラール浦安アリーナ（浦安市総合体育館）

44 　日本リーグ（後期）               埼　　玉 11/10～14 サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）

45 　日本リーグ（ビッグトーナメント） 熊　　本 4/19～22 熊本県立総合体育館

46 　日本リーグ（JTTLファイナル４） 長　　野 12/4～5 ことぶきアリーナ千曲

47 　日本リーグ（JTTL選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会） 【神奈川】 【12/11】 【秩父宮記念体育館】

48 　国民体育大会                    三　　重 10/1～4 三重県営サンアリーナ

49 　全国中学校大会              【栃　　木】 【8/23～26】 栃木県総合運動公園メインアリーナ

後援 50 　全国健康福祉祭（ねんりんピック） 岐　　阜 10/30～11/2 東美濃ふれあいセンター

51 　 東アジアホープス日本代表選考会 東　　京 2022/1/28～30 八王子エスフォルタアリーナ

全国ろうあ者体育大会
全国ろうあ者卓球選手権大会
国際クラス別パラ卓球選手権大会（肢体不自由者)
ジャパンオープンパラ卓球選手権大会（肢体不自由者）
FIDジャパン・チャンピオンシップ卓球大会 神奈川 6/5～6 神奈川県立スポーツセンター
FIDジャパン・年代別オープン卓球大会 新　 潟 9/25～26 未定
FIDジャパン・チャンピオンリーグ卓球大会 神奈川 12/4～5 神奈川県立スポーツセンター
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52 　　全国公認レフェリー・上級公認審判員研修会     　　　　　

２０２１年度全国大会開催地・日程（含国際大会）
【　　】：予定、空欄：未定　　　　　　　　　　　　2021/3/6

２０２１年度大会事業
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