
カプリスＡ ナミーズＡ TRF（A） Over　Drive 一番搾りＡ 1-C

トップスピンＴＴＣ（Ａ） ＴＳＣ（Ａ） 荻体クラブＡ おさかな戦隊

トップスピンＴＴＣ（Ｂ）Ｋｕｎｉｔａｋｕ（Ａ） Ｋｕｎｉｔａｋｕ（Ｂ） スマイルＡ スマイルＢ ランチパスタＡ

Orange（A) ノースウエストB 卓球丼 千葉THINK UMK カプリスB

アカシアＡ フェニックスＡ T-WAVE湘南Ａ BEANS(A) ジラフィーズＡ TRF（B）

朝日クラブ チームケアリッツA

Ｔｏｐｇｅａｒ（Ａ） ベビーリーフＡ つくばスピナーズ AI'S（A） ジャルダン AI'S（Ｂ）

松涛クラブＡ ＪＵＭＰ（Ａ） ＷＩＬＤ　ＦＬＯＷＥＲ（Ｂ）トコチルB ぴんぽんずA Ｔ・Ｔ・Ｂｏｙｓ（Ａ）

ウイニングクラブA 宇宙卓球A ヤックル 東京ピンズＡ ☆りゅっぴ☆ 翔鴎会Ａ

定征くらぶ。 チャレンジャーA 舞弩倶楽部Ｃ チームケアリッツ埼玉 ウイニングクラブB 米富士Ａ

ＴＯＭＡＳ（Ａ） AI'S（C） BEANS(B) COSMIC P-CONNECT アミンクラブＡ

卓爽会 ＴＳＣ（Ｂ） ＪＵＳＴ（Ｂ） 天衣無縫Ａ Oops Zelkova（B）

みずぴん トコチルC 蒼い巨星Ｂ GINO（A）

ＷＡＬＬＡＢＹＳ（Ａ） ＴＨＩＮＫ 蒼い巨星Ａ ノースウエストA 鶴間公園クラブ MIクラブ

一番搾りB 舞弩倶楽部Ａ ８８＃Ａ 本町クラブＡ Ｋｕｎｉｔａｋｕ（Ｃ） Zelkova（A）

プリズンブレイク ナミーズＢ 青嵐クラブＡ チャレンジャーB 吉六会 SWING

まじかるぱんだA team-Riku まじかるぱんだB チームＤＲＥＡＭ（Ａ） Ｏrange（B) クラブ愛A

芝浦 モンジャラス 千代田スターズＡ チーム狂Ｂ 加賀倶楽部A Ｆ.Ｃ.Ｃ

Ｇ．Ｃ．Ｓ（Ａ） 舞弩倶楽部Ｂ こづち ＮＡスポーツクラブ 荻体クラブC 天衣無縫Ｂ

大田ドリームB ベビーリーフＢ フリーダムクラブＢ 渋谷卓球クラブA 荻体クラブB 3310

桜ＴＣ アンバランス AI'S（E) Teamありんこ 蒲田温泉卓球同好会Ｂ くらぶボコボコＡ

ランチパスタＢ ＭＯＭＯＴＡＲＯ 銀河A FREEDOM　WILD SENATAKU 倶楽部桜台

ぴんぽんずB メイビーズ ＧＬクラブＡ 大田ドリームC 七草会B フリーダムクラブＡ

TechMatrix(A) いつも。 三杉クラブA スニッカーズ 東京ピンズＢ ろしあんぶるー

楓クラブA アカシアＢ LIPS(A) ＪＵＳＴ（Ａ） むさしくらぶ 蒲田温泉卓球同好会Ａ

獅子奮迅 ESPERANZA あいあんくろぉ～A Red　Manatee 宇宙卓球B 七草会A

Ｍ．Ｔ．Ｔ． ピンポン班゜ ジラフィーズＢ

K.T.T.C（A） 神馬クラブ トコチルA NIHS卓球クラブA 幡ヶ谷卓球クラブ old　guy(A)

八坂卓研 卓悦会 BOOKERS（A） BOOKERS（B） Ｂｅ　Ｆｒｅｅ 翔鴎会Ｂ

ゴールドアイ 神尾オリジナル キノコ☆オールスターズ TAC 町田ぴいぱるA LIPS(B)

Ｆｅｌｉｃｅ（Ａ） Ｆｅｌｉｃｅ（Ｂ） 青嵐クラブＢ ＫＩＺＵＮＡ 舞弩倶楽部Ｄ 本町クラブＢ

新川クラブ old　guy(B) グリーンメイツ 大田ドリームA Ｄｒａｇｏｎ　Ｎｉｇｈｔ（Ｂ）東京ピンズＤ

Domino TechMatrix(B) ベビーリーフＣ 宇宙卓球C ANZU CLUB♂ 絆

卓有会・三鷹 AI'S（D） かぐや姫 古典部Ａ NP　CLUB クラブ愛C

JUMP(B) 米富士B 七草会C 加賀倶楽部C ＷＩＬＤ　ＦＬＯＷＥＲ（Ａ）ＳＴＴＣ

米富士D バリクラブB 銀河B 神宮前Ｔ．Ｔ．Ｃ（Ａ） 東医歯大 荻体クラブD

荻体クラブE アウトロー 水神クラブB 加賀倶楽部B Ｔｅａｍ＠隼一 一番搾りC

Ｋｕｎｉ卓ＳＣ（Ａ） 杉並ハングリーズ 渋谷卓球クラブＢ メープルC メープルA K.T.T.C（B）

トップスピンＴＴＣ（Ｄ）泡ゎ くらぶボコボコＢ ドルフィンB Ｔｅａｍ－７ TechMatrix(C)

やわらぎ フェローズ フェニックスＢ ごえもん 世田谷区役所 チーム狂Ａ

水神クラブA Ｋｕｎｉ卓ＳＣ（Ｂ） アスターズA 七草会D 古典部Ｂ のぞみ

神宮前Ｔ．Ｔ．Ｃ（Ｂ） ブロードライン Ｋｕｎｉ卓ＳＣ（Ｃ） ぴんぽんずC ノーサイド LIPS(C)

燦倶楽部 ＷＡＬＬＡＢＹＳ（Ｂ） 若木クラブB バリクラブA ランチパスタＣ ジラフィーズＣ

ドルフィンA M．E．C きらりB フォルテシモ 東京ピンズＣ 荻体クラブF

アミンクラブＢ ＴＯＭＡＳ（Ｂ） きらりA たま＠ネット 米富士E 千代田スターズＢ

楓クラブB ファインコート Flower Ｔ・Ｔ・Ｂｏｙｓ（Ｂ） ＧＬクラブＢ 千代田スターズＣ

若木クラブA 米富士C

２０２０年度東京卓球リーグ前期　編成表
＜　男子　＞
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編成表に名前のないチームは５部に申し込み下さい。
(２０１９年後期に不参加だったチームと、２０２０年前期に新規登録したチームです。）



Blue☆star 飛鳥クラブＡ スマイルＢ クラブRUNA ＴＨＩＮＫ スマイルＡ

アルバトロスＡ ナミーズ Color(A) シャンティA

　 　 　

ＡＩ’Ｓ（Ａ） 若木クラブA 荻体クラブA 旗標 ウェル 武蔵野クラブ

西卓 ＮＩＣＥ（Ａ） ウイングスA NTC(A) 京卓クラブA メープルA

天衣無縫 SＫＹ翼 八王子ポニーＡ Sパンジー 卓研パートナーA ノーサイド

クラリスＢ 日吉TTC

クレージュ 卓習会 TOMOクラブA 横浜花冠 Ｔ．ぷろじぇくとＡ 冠雲クラブＡ

さくら 一陽会 グラントA クラリスＡ イルカＡ EARTH(A)

四葉会A 千葉好卓会Ａ 若木クラブB 松涛クラブ あづまＢ 飛行船A

飛鳥クラブＢ 綺羅星Ａ にんじんクラブ 漣 チェルシィＢ 九十九A

あけび～ズ アスターズA さぎそう 彩輝Ａ アミンクラブ 卓研パートナーD

楓クラブA CIELO(A) MAI ショコラ Sirius(A) Ｋｕｎｉ卓ＳＣＬ（Ａ）

八王子丸卓 シャンティB 赤城台クラブA 多摩わかばＡ

アクアマリンA アルバトロスＢ イーグルスＡ 卓志A サンキット パステル

ありま卓球　 なでしこ ＴＨＡクラブＡ ステラ プレザンA 杉の子クラブ

きらきら'S ドリーム ＡＳＴＹ キャトル みどりＡ ８８＃

ストリーム 京文会C FRONTIER（A) 練馬プレジャー 和クラブ エリーゼ

ドリカム ＹＯＵＫＩ Fujimi ミニフォルテシモ 紅クラブ アクアマリンB

町田ぴいぱるA 北葉会A 松仙Ａ トップスピン YOUKI-HANA 新感泉B

nigori まつぼっくり FCクラブ 町田サルビアＡ ピエロ ＳＴ金町Ａ

芙蓉 菊卓Ａ Red　Manatee うすいクラブ 新感泉A AFK

コスモクラブＡ T.ぷろじぇくとB ニコニコ パセリ 府中日吉 ハーモニー

多摩卓球クラブ 板橋クラブ 青葉クラブＡ ＷＩＮ（Ｂ） 翌檜会 ぽっぷこーん

ＷＩＮ（Ａ） 松戸さざんか 西船レディース ポレポレ 劉星クラブ Ｍ．Ｔ．Ｔ．

翔クラブA エスポワール 新林Ａ 球友クラブＡ BOOKERS 卓栄会

スカイブルー ミックス大田Ａ 浦和婦人卓球クラブ はなぶさ 調布西卓 早稲田クラブＡ

セ・ジニアル 華

Jewel ＺＩＮ アリス 町田サルビアＢ 大塚クラブＡ ちとせクラブA

Ｌｕｃｅ 飛鳥クラブＣ ＶＥＲＹ（Ａ） 杉並コスモスＡ ぴゅあクラブ カンパリソーダ

アワーズ 遊友 矢口ミックス エール 新中野クラブ 京文会A

ゆり ZELDA プレザンB 市川フレンズ 足立セピア ＡＩ’Ｓ（Ｂ）

杉並竜胆 ＳＯＲＡ（Ａ） 来梅クラブＢ カトリーナ strawberry グラントB

武蔵野ファーストＡ Mammies 北区コスモスＡ ＡＳＭＩＮ アルバトロスＣ Bears

キャラメル・BOX チェルシィＡ あれぐりあ FRONTIER（B) 卓ティクス 大田すずらん

夢花Ｂ あおなみ 綺羅星Ｂ 三杉クラブ 本町クラブＢ かりんＡ

K・YUKI あやめ会Ａ ピーターパン EARTH(B) 遊遊 ドラゴンクラブ

大田なごみＡ ウィステリア Color(C) オアシスＡ 武蔵野卓友会 ＱフレンズA

多摩わかばＢ イーグルスＢ 成瀬クラブ 福生クラブ かぐや姫 CIELO(B)

パレット ゆうき 麦の会Ａ 卓泉会A 南台Ｔ・Ｔ・Ｃ（Ａ） ウイングスB

イルカＤ ピーターラビット クリスタル(調布) つきいちクラブ 千城クラブ プレザンC

みるふい レディ－ス東京 九十九B カシオペア 本町クラブＡ 楓クラブC

卓水会 ジャスパーA 文勤クラブ あんず 土曜会 れんげ畑

＜女子＞
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ハミング そよかぜ 入間レディース 府中木蓮 菊卓Ｂ びぃどろ

ベーグル Ｗｉｓｈ パープル 冠雲クラブＢ Jクラブ 大塚クラブＢ

ねこぱんち ジョイナス トライフォース 川崎いちご ラポール circle

ジョイフル NTC(B) 百合クラブＡ ベルヴィ 分享クラブ 月曜会（中野）

らいむ ドルフィンA みずき 双友会 まめ卓 月卓会

Ｂｌｕｅ　Ｔｅｍｐｅｓｔ メイトクラブ 松仙Ｂ 京文会D 明日成Ｂ ティータイムA

京卓クラブB イルカＥ 京卓クラブC 荻体クラブB BEANS 荻体クラブC

ＮＩＣＥ（Ｂ） HaNaクラブ すずしろクラブＡ 明日成Ａ ポピンズ あづまＡ

アイビーA かぐらざか 町田ぴいぱるB 昴 R&H　Harp（A) Ｖ21Ａ

西東京クラブ ライラックA クラブ愛A クリスタル(江戸川) Ｔ.Ｔ.友の会 ティンクル

ペネトラール 秋桜

四葉会C 幡ヶ谷卓球クラブＡ 彩輝Ｂ イレブン KEYAKI 練馬ＮＴＣ

雪詩慕夢 四葉会B 神宮前T.T.C Sirius(B) てまりA RUN

ぴんぽんずB 八王子ポニーＢ Ｖ21Ｃ メイビーズ 幸 Cat's

WALLABYS 卓永会 夢花Ａ クラブ愛Ｂ 松仙Ｃ イルカＢ

う・ら・ら トマト俱楽部 アップル ハローズ 武蔵野菜の花 府中ハーモニー

ちとせクラブC 杉並上卓B 北区コスモスＢ 翔クラブB キートス ちとせクラブB

卓泉会B S.T.A 卓研パートナーB 卓志B シャッフル てまりB

チャレンジャー KTM 多摩つばさ スパイス ミラージュ 青葉クラブＢ

あざみクラブA 卓研パートナーG 椎名町クラブ Ｆ.Ｃミックス 上鷺宮クラブＡ 中野フレンズＡ

品川卓友会A 果林クラブ Ｋｕｎｉ卓ＳＣＬ（Ｂ） 楓クラブB 大塚クラブＣ 卓研パートナーE

Color(B) 杉並上卓A ファインコートA ＱフレンズＢ 南天 京文会B

アカシアL 練馬翼B 武蔵野ファーストＢ T.ぷろじぇくとC みどりＢ アップルパイB

立川花組 アップルパイA 五月会 ＴＨＡクラブＢ ダイアナ 上鷺宮クラブＢ

Ｖ21Ｂ 若葉クラブA つばさA 2011 蝶卓クラブ さつきA

さつきB 京卓クラブD M.STORY 柚子Ａ レインボーＡ Ｃｈｏｐｐｅｒｓ

ドルフィンB HAS フルールＡ 町田ザルツ 飛行船B ルクリア

いちごA フジクラブA 若木クラブC 若葉クラブB 早宮クラブ かりんＢ

ポプラ（品川） りとむ 関町スバル フォルテ まどかクラブA すごろく

エフォート 武蔵野はなみずき オアシスＢ あゆみ つばさC 杉並コスモスＢ

クローバー（調布） オーロラ 卓研パートナーC アプリコット 南台Ｔ・Ｔ・Ｃ（Ｂ） 拓睦会

Ｔ．Ｔ．Ｃ 洗足クラブ 葛西小町 武蔵野メレンゲ 来梅クラブＡ Ｍひまわり

プルメリア 多摩わかばＣ オリーブ Misty モミの木 菊卓Ｃ

早稲田クラブＢ 同友会 杉並ロック macaron つくばスピナーズ Ｂｏｄａｉｊｕ

カンパニュラ amie アスターズB 卓球こまち 四葉会D 練馬翼A

北葉会C 卓愛会 ごえもん つつみクラブ ゆう＆遊 POLAIRE

６
部



２０２０/2/１４訂正

エーデルワイスA 九十九C M.T. CIELO(C) メープルB チューリップ

若草クラブA 幡ヶ谷卓球クラブＢ いちごB ＳＯＲＡ（Ｂ） サクラ草A 木曜クラブＡ

サクラ草B アドバンス 品川卓友会C レッドブレーバーＡ さらさ MTC調布

しいの実 Tava☆daba GINO ＴＯＭＯクラブＢ ベビーリーフ 杏仁クラブ

バジル大田Ａ 練馬さくら 紗蘭 POODLES 春の風 パスカル

ひめさゆり ジャスパーB 本町クラブＣ ぴんぽんずA ミントクラブ 四谷クラブA

若草クラブB レオ ＹＴＣ Y.M.K 彩 宇宙卓球

フルールB FINE 七福神 ＡＯＫクラブ おやどり卓球部 ゆかり

杉並コスモスＣ やわらぎ ポプラ倶楽部 ＭＡＸ パンプキンズ Ｖ21Ｄ

トップ・スピン・TTC ゆうかり Ｒ＆Ｏ 卓ッキーズＡ 川崎葵会 北葉会B

卓研パートナーH オレンジペコ ラズベリー 葵クラブA コスモクラブＢ かすみ草

檸檬 ダイヤモンズ ライラックB 志村一里塚TT 若葉の杜 どんぐり

すずしろクラブB 夢花Ｃ リリオン こなみ 目黒もくれん 京西卓球クラブ

レッドブレーバーＢ アイビーB ZEOS ファインコートB 永福卓球クラブ 柚子Ｂ

藍 かりんＤ ブレイクス カトレアA 四谷クラブB 卓研パートナーI

さつきクラブ 葵クラブB ジャントン かもめ キャロット エーデルワイスB

青葉クラブＣ メープルC 銀杏 球友クラブＢ グリンベル 麦の会B

つばさB 百合クラブＢ スイング 若葉クラブC O会 てまりC

あざみクラブB 土曜クラブ まどかクラブB 小真弓 ミックス大田Ｂ 風信子

ＳＡＫＵＲＡ5 品川卓友会B 武蔵野けやき すまいる 金狼ｓ 木曜クラブＢ

中野フレンズＢ コスモクラブＣ 多摩わかばＤ 多摩わかばＥ SOSHIGAYA フルールＣ

R&H　Harp（B) 杉並上卓C 卓ッキーズＢ フライデー WING アイビーC

レインボーＢ フジクラブB 若木クラブD カトレアB 新山クラブ 菊卓Ｄ

武蔵野ファーストＣ 町田卓桜会 ＴＨＡクラブＣ 練馬クリスタル ドルフィンC ルピナス

東村山卓球サークルかりんＣ

7
部

　　編成表に名前のないチームは７部に申し込み下さい。

（２０１９年前期に不参加だったチームと、２０１９年後期に新規登録したチームです。）


