
月 日 曜日 大　　　　　会　　　　　名 会　　　場 日 日本連盟・東日本連盟・関東連盟等 会　　　場

1・2 土・日 全日本男子・女子選抜大会 東京体育館 8 関東オープン大会 千葉県白子町

16 日 関東オープン大会 駒沢・光が丘 千葉県白子町

29 祝 全日本実業団選手権東京予選 駒沢 埼玉県狭山市

29 祝 関東オープン　大会男子１部残り 駒沢 茨城県神栖市

13・14 全日本シングルス選手権大会 岡山県備前市

27・28 関東選手権大会 千葉県白子町

4・5 祝 全日本小学生東京都予選会・研修会 駒沢

6 土 東京都民体育大会（女子） 有明

7 日 東京都民体育大会（男子） 有明

13・21 土・日 春季級別大会 駒沢・小金井

13・6/1 土 全日本レディース東京都予選会 有明

7 日 ２級審判員検定会・研修会、技術等級検定会 東京立正高校

4 日 国体東京都予選・選考会（第１次） 駒沢 2～4 関東高校選手権大会 千葉県白子町

4 日 スポーツマスターズ大会予選会（女子） 有明 10・11 全日本ミックスダブルス選手権大会 熊本県熊本市

18 日 スポーツマスターズ大会予選会（男子） 有明 15・16 ハイスクールジャパンカップ 北海道苫小牧市

18 日 国体東京都予選・選考会（第２次） 有明

18 日 国体東京都予選・選考会（女子） 有明

24 土 スポーツマスターズ大会予選会（ﾐｯｸｽ） 駒沢

25 日 国体東京都予選・選考会（第3次） 有明

8 土 東京地区実業団リーグ 駒沢 1 関東実業団リーグ 千葉県白子町

9 日 ２級審判員検定会・技術等級検定会 東京立正高校 1 関東小学生大会 千葉県白子町

9 日 春季クラブ対抗戦 有明 15・16 東日本選手権大会 秋田県秋田市他

28・29 全日本レディース大会（個人戦） 香川県高松市他

22～25 全日本高校選手権大会（男子） 北海道苫小牧市

26～29 全日本高校選手権大会（女子） 北海道苫小牧市

28・29 全日本実業団選手権大会 佐賀県唐津市

19・20 土・日 都民生涯スポーツ大会 有明 3～6 全日本小学生選手権 兵庫県神戸市

未定 中学生研修会 7～9 全国関東中学校大会 栃木県那須塩原市

16・17 関東教職員大会 調整中

19・20 国体関東ブロック大会 埼玉県熊谷市

21～23 全国中学校大会 愛媛県今治市

22～24 全日本レディース決勝大会（団体戦） 愛知県一宮市

24～27 日・韓・中ジュニア交流競技大会 和歌山県和歌山市

1～7 全日本学生選手権大会 石川県七尾市他

2・3 全日本社会人選手権大会 福岡県福岡市

15～17 日本スポーツマスターズ2023 福井県越前市

23・24 全日本シニア選手権大会 静岡県静岡市他

26・27 関東レディース大会（個人戦） 埼玉県熊谷市

30～10/1 ＪＯＣ杯全日本ジュニア選手権大会 広島県広島市

23～10/8 アジア競技大会 中国　杭州

12～16 国民体育大会 鹿児島県鹿児島市

10～12 全日本シニアレディース大会（シニア） 千葉県千葉市

4 水 全東京ママさん大会 小金井 20～22 全日本実業団リーグ 京都府福知山市

8・9 日・祝 秋季級別大会　　 光が丘・小金井 21・22 全日本クラブ選手権大会 千葉県白子町

8 日 秋季クラブ対抗戦 駒沢 20・21 関東レディース大会（団体戦） 栃木県宇都宮市

15 日 ２級審判員検定会・研修会 東京立正高校 28～31 ねんりんピック2023 愛媛県大洲市

17 火 シニア健康スポーツフェスティバル 有明

3 祝 東京ミックス大会 駒沢・小金井 17～19 全日本選手権大会 東京都江東区

12・23 日・祝 東京シングルス大会 駒沢・小金井 未定 ジュニアジャパンカップ 宮崎県宮崎市

19 日 全国小学生東京都予選会 駒沢 30～12/3 ＳＴリーグ 愛知県豊田市

25 日 支部対抗大会 有明

12 22～24 日本リーグ入替戦 広島県福山市

6年 12・13 土 関東高校選抜インドア大会（男子） 東京体育館 未定 関東中学インドア大会

14 日 ルーセントカップ・東京インドア大会 東京体育館 27・28 関東高校選抜インドア大会（女子） 神奈川県小田原市

28 全日本インドア選手権大会 大阪府大阪市

2

２級審判員検定会・研修会 3・9 関東シングルス選手権大会 東京都江東区他

技術等級検定会 9・10 平和カップひろしま国際大会 広島県広島市

26～28 都道府県対抗全日本中学生大会 三重県伊勢市

28～30 全日本高校選抜大会 愛知県名古屋市

29～31 全国小学生大会 千葉県白子町

（注）１．日程・会場は都合により変更することがあります。

　　　２．予備日は、大会要項に記載されている大会以外は団体責任者に文書等で連絡します。
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