
                2019　7/20　追加・訂正

曜日 地区 大　　会　　名

39 8 ／01 木 東京 第２２回関東オープン中高生大会　団体戦　中学 駒沢体育館

40 ／02 金 東京 第２２回関東オープン中高生大会　団体戦　高校 駒沢体育館

41 ／26 月 東京 第２２回関東オープン中高生大会　個人戦　中学 エスフォルタアリーナ八王子 M

42 ／27 火 東京 第２２回関東オープン中高生大会　個人戦　高校 エスフォルタアリーナ八王子 M

43 ／07 水 多摩 多摩ペアマッチ団体戦 柴崎市民体育館

44 ／12 月・祝 新宿 新宿トリオマッチ 新宿区スポーツセンター

45 ／12 月・祝 杉並 杉並シングルス 高円寺体育館

46 ／22 木 東京 8月 プログレスリーグ①女子クローズ男子オ～プン　S 東京武道館

47 ／28 水 東京 8月 プログレスリーグ②女子クローズ男子オープン　S 東京武道館

48 9 ／08 日 中野 ハッピーカルテット（団体戦）　ＳＤＳ　リーグ戦 中野体育館

49 ／16 月･祝 練馬 第51回練馬スポーツ祭典　団体戦 光が丘体育館

50 ／16 月･祝 北 第57回北区スポーツ祭典ダブルス大会 赤羽体育館　M

51 21 土 板橋 団体戦2D3S 上板橋体育館

52 ／24 火 町田 第11回町田オープン ダブルスＰリーグ　MIX＆女子 町田総合体育館 M

53 ／30 月 東京 女子ペアマッチ　Pリーグ 東京武道館

54 10 ／04 金 多摩 第17回多摩ABC＝XYZ団体戦 泉市民体育館

55 ／05 土 北 第57回北区スポーツ祭典シングルス大会 赤羽体育館　M

56 ／12 土 練馬 第37回年齢別ペアマッチ大会 光が丘体育館

57 ／13 日 中野 第57回中野スポーツ祭典（団体戦）　DSSSD 中野体育館

58 ／25 金 東京 10月プログレスリーグ①女子クロース男子オープン　S 東京武道館

59 ／28 月 東京 10月プログレスリーグ②女子クローズ男子オープン　〃　　　東京武道館

60 29 火 板橋 レディースシングルス 上板橋体育館

61 11 ／11 月 北 第57回北区スポーツ祭典ペアマッチ大会 滝野川体育館

62 ／12 火 東京 第36回ハローレディース団体戦　3S 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

63 ／13 水 東京 女子ペアマッチ　Pリーグ　 東京武道館

64 ／20 水 多摩 多摩ダブルス Ｐリーグ 柴崎市民体育館

65 ／23 土祝 中野 第57回中野スポーツ祭典（個人戦） 中野体育館

66 12 ／14 土 全国 第５５回全国卓球選手権大会一般の部 団体戦 広島県総合体育館

67 12 ／15 日 全国 第５５回全国卓球選手権大会一般の部 個人戦 広島県総合体育館

68 11 ／16 土 東京・板橋 ☆２０１９年度東京リーグ後期・男子4部 上板橋体育館

69 12 ／07 土 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・男子1・2部女子1・2部 中野体育館

70 ／09 月 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子6部-1 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

71 ／10 火 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子6部-2 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

72 ／11 水 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子5部-1 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

73 ／12 木 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子5部-2 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

74 ／15 日 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子4部 墨田区総合体育館M 9-12半面 12～全面

75 ／17 火 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子7部-1 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

76 ／18 水 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子7部-2 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

77 ／29 日 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・男子5部  王座決定戦 墨田区総合体育館　M S

78 1 ／18 土 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・男子3部 墨田区総合体育館　 S

79 ／25 土 東京 ☆２０１９年度東京リーグ後期・女子3部 墨田区総合体育館　 S

80 12 ／08 日 新宿 新宿ダブルス　一般・年代別 新宿区スポーツセンター

81 ／14 土 町田 第2回町田オープンダブルス卓球大会 町田総合体育館 M/小

82 ／17 火 町田･神奈川 2019年度神奈川K2リーグ 町田総合体育館 M/S

83 ／19 木 東京 ハローレディース ペアマッチ　リーグ戦～トーナメント 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

84 ／28 土 東京 MIX団体戦 東京武道館

85 ／29 日 多摩 多摩アクティブ団体戦 柴崎市民体育館

        2019年度東京卓球協議会・後期事業予定

開催期日+B



86 1 ／13 月祝 中野 総会/クラブ交流会　女子ＤＤＳ　男子ペアマッチ 中野体育館（総会第一会議場）

87 ／13 月祝 練馬 新春卓球大会　３D 光が丘体育館

88 ／16 木 東京 ハローレディース 第34回年令別シングルス 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

89 ／24 金 東京 後期 Pリーグ 駒沢屋内球技場

90 2 ／05 水 東京 ハローレディース　第22回関東オープンレディース　ダブルス 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

91 ／17 月 板橋 レディースペアマッチ大会 小豆沢体育館

92 ／22 土 全国 第５５回全国卓球選手権大会年代別の部 団体 三重県津市サオリーナ

93 ／23 日 全国 第５５回全国卓球選手権大会年代別の部 個人 三重県津市サオリーナ

94 ／23 日 練馬 スポーツ連盟交流大会・MIX団体戦（総会） 中村南スポーツ交流センター

95 ／23 日 中野 ダブルス　リーグ戦 中野体育館

96 ／29 土 町田 2019年度町田交流会 町田総合体育館 S

97 3 ／20 金祝 新宿 新宿ペアマッチ　一般・年代別 新宿区スポーツセンター

98 ／20 金祝 中野 春季団体戦　ＤＳＳＳＤ 中野体育館

99 ／21 土 多摩 多摩年代別ミックス&女子ダブルス 柴崎市民体育館

100 ／22 日 東京 ☆２０１９年度東京リーグ・王座決定戦 高円寺体育館

101 ／22 日 北 第57回北区スポーツ祭典ダブルス大会 赤羽体育館　M

102 ／28 土 町田 第11回町田オープン３シングルス団体 町田総合体育館 M

103 ／26 木 東京 第５６回春季中高生大会　団体戦　高校 駒沢屋内球技場

104 ／27 金 東京 第５６回春季中高生大会　団体戦　中学 駒沢屋内球技場

105 ／26 木 東京 第５６回春季中高生大会　個人戦  中学 東京武道館

106 ／27 金 東京 第５６回春季中高生大会　個人戦　高校　　 東京武道館

　 ＊合同練習会 合同練習会は基本的に第2水曜日、中野区産業振興センターです。（8月は21日です）

※以上が会場確保ができているリストですが、変更追加等は、その都度対応して連絡いたします。

※王座決定戦は3/22（日）に変更になりました。


