
            2021/9/15現在

曜日 地区 大　　　会　　　名 会　　　場

53 9 ／29 火 大田 第21回のりのり大会　シングルスPリーグ　　10/1と どちらか 大森スポーツセンター

54 10 ／1 金 大田 第21回のりのり大会　シングルスPリーグ　　9/29と どちらか 大森スポーツセンター

55 10 ／09 土 練馬 第39回年齢別ペアマッチ大会 光が丘

56 ／12 火 東京 10月プログレスリーグ 東京武道館　～17：00

57 ／24 日 中野 第59回中野スポーツ祭典（団体戦）　 キリンレモンスポーツセンター　M

58 ／25 月 城南 城南オープン　シングルスＰリーグ 大森スポーツセンター

59 11 ／06 土 多摩 多摩シングルスPリーグ　　　　　　　　　　　　　　　 柴崎体育館

60 ／08 月 北 第58回北区スポーツ祭典 レディースペアマッチ。男子Ｓ大会 赤羽体育館　

61 ／09 火 板橋 板橋オープン レディースシングルス大会 上板橋体育館

62 ／18 木 東京 11月プログレスリーグ 東京武道館　～17：00

63 ／28 日 中野 第59回中野スポーツ祭典 個人戦 キリンレモンスポーツセンター  M

64 63 ／13 土 全国 第57回全国卓球選手権大会 一般の部 団体戦　　　　　　延期 日程・会場変更（未定）

65 ／14 日 全国 第57回全国卓球選手権大会 一般の部 個人戦　　　　　　延期 日程・会場変更（未定）

66 2 ／04 金 全国 第57回全国卓球選手権大会 年代別の部 団体・個人 群馬県高崎アリーナ

67 ／05 土 全国 第57回全国卓球選手権大会 年代別の部 団体・個人 群馬県高崎アリーナ

68 ／06 日 全国 第57回全国卓球選手権大会 年代別の部 団体・個人 群馬県高崎アリーナ

69 12 ／13 月 東京 12月プログレスリーグ① 東京武道館　～17：00

70 ／15 水 東京 ペアマッチ（AB＝XY） 東京武道館　～21：00

71 ／18 土 町田 第3回町田オープンダブルス卓球大会 町田総合体育館

72 ／23 木 東京 12月プログレスリーグ② 東京武道館　～17：00

73 ／28 火 世田谷 第85回世田谷オープン卓球大会　男子・女子シングルスPリーグ戦 世田谷総合運動場体育館

74 12 ／12 日 中野・東京 ☆2021年度東京リーグ後期　男子1・2部　女子1・2部 キリンレモンスポーツセンターM7-20

75 1 ／10 月祝 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　男子3・5部　女子3部 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

76 ／18 火 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　女子5部 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

77 ／19 水 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　女子7部 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

78 ／20 木 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　女子6部 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

79 2 ／11 金祝 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　男子4部 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

80 ／12 土 東京 ☆2021年度東京リーグ後期　女子4部 武蔵野の森スポーツプラザ　Ｓ

81 1 ／08 土 中野 クラブ交流会 キリンレモンスポーツセンター  M

82 ／10 月祝 練馬 新春卓球大会　３D 光が丘

83 ／11 火 東京 1月Pリーグ① 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

84 ／14 金 東京 ペアマッチ（AB＝XY） 東京武道館　～17：00

85 ／15 土 板橋 ダブルス大会 上板橋体育館

86 ／31 月 東京 1月Pリーグ②　ネット申し込み限定 東京武道館　～17：00

87 2 ／05 土 町田 2021年度交流卓球大会 町田総合体育館 サブ

88 ／09 水 東京 2月Pリーグ 東京体育館 Ｍ・Ｓ　9-21

89 ／09 水 多摩 多摩1D2S 団体戦　　　　　　　　　　　　　　　 柴崎体育館

90 ／11 金祝 中野 ダブルス　リーグ大会 キリンレモンスポーツセンター　M

91 ／13 日 町田 町田オープンシングルスPリーグ 町田総合体育館 サブ

92 ／18 金 東京 ペアマッチ（AB＝XY） 東京武道館　～17：00

93 ／27 日 練馬 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

94 3 ／05 土 町田 第12回町田オープン3ダブルス団体戦 町田総合体育館 サブ・小

95 ／08 火 板橋 ペアマッチ大会 上板橋体育館

96 ／19 土 北 第59回北区スポーツ祭典 ３Ｓ団体戦 赤羽体育館　

97 ／21 月祝 中野 春季団体戦　 キリンレモンスポーツセンター　M

98 ／30 水 東京 3月Pリーグ① 東京武道館　9-21

99 ／31 木 東京 3月Pリーグ② 東京武道館　9-21

＊中高生大会はコロナが落ち着くまでは開催しません。

   2021年度東京卓球協議会・後期事業予定　10/01版

開催期日

※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。


