
総 事 業 費

小 学 生 中 学 生 高 校 生 一 般 役 員 合 計 （円）

1
平成３1年度
　会長杯争奪富士地区春季リーグ戦

４/３０(火）
祝日

富士体育館 55 48 65 190 10 368 〇

2
第6回
　　　富士市中学校対抗卓球大会

５/２５(土） 富士体育館 168 10 178 〇

3
平成３1年度
　　　　　富士ラージボール卓球大会

５/２５(土） 富士体育館 48 10 58 〇

4
第５8回
　　　岳南卓球選手権大会

６/３０（日） 富士体育館 31 11 157 10 209 〇

5
第７回
　　　　富士地区高校卓球選手権大会

８/３(土） 富士体育館 151 10 161 〇

6
第６回
　　富士市学生選抜卓球選手権大会

８/１1(日） 富士体育館 9 25 30 10 74 〇

7
平成３1年度会長杯争奪
         富士地区秋季卓球リーグ戦

９/１６(月）
祝日

富士体育館 20 30 115 175 10 350 〇

8
第５3回
　富士市スポーツ祭卓球選手権大会
                             (一般・小学生の部）

９/２２(日） 富士体育館 38 28 139 10 215 〇

9
第５3回
富士市スポーツ祭卓球選手権大会(中学の部）

10/５(土） 富士体育館 585 10 595 〇

10 富士市中学生団体卓球選手権大会 １０/１２(土） 富士体育館 168 10 178 〇

11
第3回
　　富士市会長杯 ダブルス卓球大会

１/１９(日) 富士体育館 32 32 412 10 486 〇

12
第５4回
　　　富士市民卓球大会

２/１６(日) 富士体育館 37 469 20 41 10 577 〇

13

14

15
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NO. 会 場
参 加 人 員

事 業 名 主催 共催開催日

団体名 　富士市卓球協会



1
令和２年度
会長杯争奪富士地区春季リーグ戦

４/12（日） 富士体育館
富士・富士宮地区在住、
在勤、在学、富士卓登録者
（中学校単位の出場は不可）

2
第７回
　富士市中学校対抗卓球大会

５/9（土） 富士体育館 富士市内中学生

3  令和２年度　富士ラージボール卓球大会
富士、富士宮地区在住、在勤、
在学者、富士卓登録者

4
第５９回
　岳南卓球選手権大会

７/５（日） 富士体育館
東部地区在住、在勤、在学、
富士卓登録者のいずれかの者
（中学1,2年生は不可）

5
令和２年度
　富士地区高校生選抜卓球大会
　（望月先生依頼　高校部会行事）

８/3（月） 富士川体育館 富士市、富士宮市の高校生

6
第８回
　富士地区高校卓球選手権大会

8/８（土） 富士体育館 富士市、富士宮市の高校生

7
第７回
　富士市学生選抜卓球選手権大会

８/22（土） 富士体育館
富士市内小中高の学生
（協会推薦者）

8 静岡県信用金庫卓球大会 9/12（土） 富士川体育館
信用金庫職員
（信用金庫組合から委託）

9
第５４回
　富士市スポーツ祭卓球選手権大会
　　　　　　　　　　　（一般・小学生の部）

9/20（日） 富士体育館
市内在住、在勤、在学 いずれかの者
（申し込み書に記載　要）

10
第５４回
　富士市スポーツ祭卓球選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　（中学の部）

10/31（土） 富士体育館 富士市内中学校在学者

11 富士市中学生団体卓球選手権大会 未定 未定 富士市内中学校

12
令和２年度会長杯争奪
　富士地区秋季卓球リーグ戦

11/23（月） 祝 富士川体育館
富士・富士宮地区在住、
在勤、在学、富士卓登録者
（中学校単位の出場は不可）

13
第４回
　富士市会長杯 ダブルス卓球大会

1/24（日） 富士体育館
富士市在住、在勤、在学、
富士卓登録者

14
第５５回
　富士市民卓球大会

2/27（土） 富士体育館
市内在住、在勤、在学 いずれかの者
（申し込み書に記載　要）

15 Ｓ－１チャレンジ（指導員協力） スポーツ振興課にて募集

16 初心者卓球教室
９月～１１月
（水曜/毎）

富士体育館 市内在住、在勤の社会人

17 初心者卓球教室（中学生） 未定 中学校 中学生　初心者

18 強化選抜指定選手　強化事業 未定 未定
富士市学生選抜卓球選手権
成績上位者

19 東部支部対抗戦 １/３１（日） 富士体育館 富士市卓球協会にて推薦

20

　　３　事業は４月から開催順に記入してください。

NO 事業名 会場 対象

　　２　県大会以上の大会を富士市内で共催又は主管する事業については赤字で記入してください。

開催日

（団体名） 　富士市卓球協会

　　１　加盟団体主催事業及び共催事業の全てを記入して下さい。

令和２年度事業計画書      NO.２




