
月　　日 会　場 印 大　　　会　　　名 主　　　　　催 主　　　管 内　　　　　　　容

 4.23(土) 国体 飽海地区春季高校卓球大会（個人戦） 酒卓協　　高体連 高体連部 男女別 S 滝 澤 佐明美

 4.29(金) 国体 第3６回少年少女卓球大会（ホープス・カブ・バンビ） 酒卓協 少年少女部 男女別 S 新 田

 5.  3(火) 国体 憲法記念中学生卓球大会 酒卓協 中体連部 男女別  S及び団体 加 健 斎早苗

 5.  4(水) 市体 第29回山形県ホープス卓球大会予選会 酒卓協 少年少女部 男女別 3～4名団体 佐 荘 小 嶋

 5.  7(土) 第6１回山形県高等学校総合体育大会　飽海地区予選会(卓球競技) 武 田 加 健

 5.  8(日）                                             "                       佐 明 佐明美

 5.14(土) 市体 第65回酒田市体育大会卓球競技（中学の部） 酒田市　酒教委　酒体協 中体連部 男女別 S 小中

 5.22(日) 市体 第65回酒田市体育大会卓球競技（高校、一般の部） 酒田市　酒教委　酒体協 酒卓高社会人部 男女別 S小中及び中高一般込

 6.12(日) 国体 第66回国民体育大会卓球競技酒田地区予選会　高校　一般 酒卓協 社会人部 男女別 S 村 上 林 佐 貴

 6.18(土) 滝 澤 佐 荘

 6.19(日) 原 田 加 健 加 浩

 7.17(日) 国体 第21回酒田オープン卓球大会　（団体戦） 酒卓協 社会人部 男女別　団体 佐明美 小 嶋 加 健

 7.31(日） 市体 山形県卓球選手権大会地区予選会  （カデット） 酒卓協 中体連部 学年別  S　 学年込みW  原　田 斎早苗

 8. 6(土) 国体 山形県卓球選手権大会地区予選会　（ジュニア） 酒卓協 高体連部 男女別　S, W  武  田  高　渉

 8. 7(日) 市体 山形県卓球選手権大会地区予選会　（一般） 酒卓協 社会人部 男女別  S, W, 混合 佐　明 佐明美 林

 8.21(日) 市体 第26回酒田・飽海地区ホープス卓球選手権大会　 酒卓協 少年少女部 男女別　S 新　田 小　嶋

 8.27(土) 国体小 ＊ 第64回県労働組合体育大会飽海地区予選会 連合 酒田支部 男女別  団体　　（審判部担当） 佐　荘

 8.28(日) 市体 酒田市スポ少本部卓球大会　（県交流大会予選会） 酒卓協 少年少女部 男女別　 団体,S　 土　井 加　浩

 9.10(土) 滝　澤 原　田

 9.11(日) 佐　荘 佐明美

 9.17(土） 滝　澤 土　井

 9.18(日） 村　上 加　健

10.　9(日） 市体 少年少女交流大会県大会 酒卓協 少年少女部 男女別　団体 加　健 新　田

10.10(月） 市体 ＊ 第16回酒田市スポーツレクリェーション祭 酒教委　酒体協 フォティ 年齢別　男女別W　混合W

10.15(土） 市体 ＊ 中学南北ブロック大会(県南北大会） 中体連　酒体協 中体連部 男女別　　団体,S 加　健 武　田

10.23(日） 市体 ＊ 第32回酒田市卓球愛好者大会 フォーティクラブ フォティ 男女別硬式団体、ラージ混合団体

10.30(日） 市体 第36回団体総合卓球大会 酒卓協 社会人部 男女別　団体 佐明美 林 佐　貴

 . () 遊佐 ＊ 第21回庄内地区クラブ友好卓球大会 遊佐町卓球愛好会 男女別団体　硬式,ラージ  加　健 斎藤小

12.  3(土） 国体 中学新人卓球選手権大会 酒卓協 中体連部 男女別　団体  

12 . 4(日） 国体 全国スポレク祭開催記念　第12回酒田オープンラージボール卓球選手権大会 酒卓協 マスターズ部 ラージ男女別年齢別S,W,混合

12.23(金） 国体 第19回バタフライ・ダブルスチームカップ酒田大会 酒卓協 社会人部 男女混合団体

 2.  5(日） 国体 第34回少年少女総合卓球大会 酒教委　スポ少本部 少年少女部 男女別団体, S

 2.11(土） 国体 ＊ 第42回勤労者卓球大会（社会人親睦卓球） 社会人親睦卓球実行委員会 男女別団体

 2.12(日） 国体 第43回酒田市民卓球大会 酒教委　酒体協 社会人、マ部 硬式男女別団体ラージ混合団体

 3.18(日） 国体 第21回酒田オープン卓球選手権大会 酒卓協 社会人、高部 男女別 S, W

＊ 他団体主催 ＃ 　県大会  ×→酒田卓球協会審判部外担当　
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