
TRF(A) 1-C Over Drive カプリスA ランチパスタA TRF(B)

AI'S（A) ノースウエストB ベビーリーフ ウイニングクラブＢ

ジラフィーズA BEANS(A) おさかな戦隊 ナミーズＡ Ｏｒａｎｇｅ（Ａ） ウイニングクラブＡ

UMK ＴＳＣ（Ａ） 一番搾りＡ 卓爽快 荻体クラブA 卓球丼

ヤックル ジャルダン 松涛クラブA スマイルA 青嵐クラブ ＴｅｃｈＭａｔｒｉｘ（Ａ）

ループC 東京ピンズA

フェニックスA 千葉ＴＨＩＮＫ アカシアA カプリスB トップスピンT.T.C（A) ＡＩ’Ｓ（Ｂ）

みずぴん P-CONNECT GINO(A) Oops(A) MIクラブ team-Riku

TOMAS(A) モンジャラス 桜TC(A) 蒲田温泉卓球同好会B 宇宙卓球A WILD　FLOWER(B)

ぴんぽんずＡ Red　Manatee 天衣無縫A 蒲田温泉卓球同好会A JUST NAスポーツクラブ

蒼い巨星 Ｏｒａｎｇｅ（Ｂ） まじかるぱんだＡ AI'S（D) 東京ピンズC 八坂卓研

TEAM　ZERO 鶴間公園クラブ AI'S（E) 宇宙卓球B まじかるぱんだB ループA

ありんこ 加賀倶楽部A AI'S（C)

トップスピンT.T.C（B) アミンクラブA Kunitaku（B) チャレンジャーA 朝日クラブ Ｔ－ＷＡＶＥ湘南Ａ

スマイルＢ Ｋｕｎｉｔａｋｕ（Ａ） TeamケアリッツＡ JUMP（A) ☆りゅっぴ☆ チームDREAM(A)

GLクラブA ＴＯＰＧＥＡＲ（Ａ） ループB 翔鴎会A 卓朗会 LIPS(B)

ＴＯＰＧＥＡＲ（Ｂ） OverLight(B) こづち 荻体クラブB 倶楽部桜台 渋谷卓球クラブA

くらぶボコボコA チーム狂Ｃ 3310 ループD 千代田スターズA 銀河A

七草会A チーム狂Ｂ 本町クラブB ピヨス ジラフィーズB LIPS(A)

大田ドリームＣ FREEDOM  WILD 東京ピンズB 大田ドリームＢ 楓クラブA チームDREAM（B)

ぴんぽんずＢ クラブ愛A ぴんぽんずＣ ノースウエストA SWING 七草会B

米富士C GINO(B) 加賀倶楽部B JUMP（B) 古典部 マリーズ

メイビーズ Felice(B） チーム51
Myosyo Crab (旧本町ク
ラブC) Dragon Night(A) jouir

西鳳クラブ 親愛ムーサスクール 獅子奮迅

渋谷卓球クラブB 荻体クラブC 天衣無縫B TOMAS(B) チーム狂Ａ 本町クラブA

Dragon Night(B) ろしあんぶるー 米富士A トコチルB Zelkova（A) トマト俱楽部

Zelkova（B) ＴＳＣ（Ｂ） M．Ｔ．Ｔ． BEANS(B) つくばスピナーズ T.T.BOYS(A)

COSMIC トコチルC フリーダムクラブB あいあんくろぉ～A 三杉クラブA 若木クラブ

BOOKERS(A) TOMAS（C) ANZU　CLUB♂ 宇宙卓球C 幡ヶ谷卓球クラブ アカシアB

水神クラブＡ 卓悦会 M.E.C あっちょんぶりけ 燦倶楽部 かぐや姫

くらぶボコボコB ＴｅｃｈＭａｔｒｉｘ（Ｂ） 米富士B Be　Free トコチルＡ 銀河B

三杉クラブＢ アミンクラブC 芝浦 新川クラブ ラケッツ K.T.T.C(A)

ゴールドアイ トコチルＤ ジャスパーＡ Kuni卓SC（A) 荻体クラブD 千代田スターズB

青葉クラブ Kuni卓SC（B) ブルースカイ 翔鴎会B 杉並ハングリーズ GLクラブB

千代田スターズC WILD　FLOWER(A) ドルフィンA old guy チームこくぴょそ ファインコート

Kuni卓SC（D) フェニックスB 泡ゎ 東京ピンズD ＴｅｃｈＭａｔｒｉｘ（Ｄ） NP　CLUB

神宮前ＴＴＣ（Ａ） きらりB 一番搾りB OverLight(A) MOMOTARO 調和TTC

Team-7 いつも。 きらりA 松涛クラブB WALLABYS(A) やわらぎ

七草会C のぞみ トップスピンT.T.C（C) ジラフィーズC Domino 神馬クラブ

バリクラブ TechMatrix（C) WALLABYS(B) NIHS卓球クラブB ANGRIFF チャレンジャーB

神宮前ＴＴＣ（Ｂ）

４
部

５
部

(２０２０年後期に不参加だったチームと、２０２１年前期に新規登録したチームです。）

編成表に名前のないチームは５部に申し込み下さい。

２０２１年度東京卓球リーグ前期　編成表
＜　男子　＞
１
部

２
部

３
部



スマイルA スマイルB 西卓 Ｂｌｕｅ☆ｓｔar Ｃｏｌｏｒ（Ａ） AI'S(A)

卓研パートナーA TOMOクラブA 松涛クラブ THINK

　 　 　

クラブＲＵＮＡ 武蔵野クラブ ウェル アルバトロスＡ チェルシィB アスターズ

卓習会 シャンティA EARTH(A) ＭＡＩ 飛行船Ａ クレージュ

アミンクラブ あけび～ズ 京卓クラブＡ YOUKI SKY翼 日吉ＴＴＣ(A)

NICE(A) 新感泉A

Sirius(A) ナミーズ 飛鳥クラブＡ ウイングスＡ イルカＡ Legacy(A)

卓研パートナーD キャトル クラリスB 赤城台クラブ ノーサイド(消滅） 京文会B

ステラ ドリカム 北葉会Ａ 紅クラブ アクアマリンA ドリーム

Red　Manatee 本町クラブA 荻体クラブB イーグルスB 四葉会A 飛鳥クラブB

京文会Ａ 冠雲クラブA 翌檜会 サンキット 横浜花冠 ST金町A

楓クラブA 新中野クラブ ASMIN 三杉クラブ 若木クラブB ラポール

八王子ポニー 若木クラブA イーグルスA 旗標 Fujimi 板橋クラブ

劉星クラブ 綺羅星A NTC 荻体クラブA メープルA Ｓ．パンジー

FRONTIER（A) アルバトロスB 北区コスモスＡ ライラックA かりんA ZELDA

レディース東京 シャンティB トップスピン 矢口ミックス 九十九Ｂ カシオペア

ＬUCE ぴゅあクラブ イルカD BEANS ミニフォルテシモ かぐらざか

ありま卓球 BOOKERS 本町クラブB ぴんぽんず スカイブルー イルカE

まつぼっくり チャレンジャー エリーゼ 杉並コスモスA トマト倶楽部Ａ Ｔ．ぷろじぇくとB

菊卓Ｃ はなぶさ 多摩卓球クラブ ペネトラール macaron プレザンA

拓睦会 卓研パートナーB THAクラブA フルールA QフレンズA 新林A

パステル WIN（B) 府中日吉 キートス

Ｔ．ぷろじぇくとＡ ＣＩＥＬＯ（Ａ） エスポワール メイトクラブ 九十九Ａ 多摩わかばB

漣 彩輝A パレット グラントＡ アワーズ さぎそう

京文会C 綺羅星B 八王子丸卓 ＡＦＫ Ｋ・ＹＵＫＩ アイビーＡ

千葉好卓会 ショコラ クラリスＡ 多摩わかばＡ Ｊｅｗｅｌ ＶＥＲＹ（Ａ）

品川卓友会A ねこぱんち ポレポレ ＨａＮａクラブ ポプラ（品川） 卓研パートナーC

nigori（A) セ・ジニアル 卓泉会B ポピンズ スパイス りとむ

あおなみ 葛西小町 卓研パートナーＧ まどかクラブＡ 夢花 ＨＡＳ

フォルテ 新感泉Ｂ ドルフィンA あやめ会 千代田スターズ プレザンC

チェルシィA 市川フレンズ GINO R&H Harp(A) ピアニシモ FREEDOM  WILD

POODLES HTC あれぐりあ 武蔵野卓友会 NICE(B) ジョイナス

ピーターラビット オレンジペコ 福生クラブ 武蔵野ファーストA 百合クラブ 成瀬クラブ

ごえもん 卓球こまち EARTH(B) ティータイムA クリスタル（調布） 神宮前T.T.C

フルールB ゆうき ＺＩＮ
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ベルヴィ 北葉会Ｂ 文勤クラブ 球友クラブA 関町スバル 和クラブ

菊卓Ｂ 菊卓Ａ 調布西卓 みどり 町田ぴいぱるA なでしこ

KTM 分享クラブ CIELO(B) シャッフル ＷＩＮ（Ａ） まめ卓

秋桜 ハーモニー 町田サルビア パセリ アクアマリンＢ コスモクラブ

Ｍ．Ｔ．Ｔ 早稲田クラブＡ ＦＣクラブ 芙蓉 卓栄会 卓志

ストリーム 練馬プレジャー 松仙 ピエロ ニコニコ 青葉クラブＡ

ミックス大田Ａ 華 クラブ愛 ウイステリア 楓クラブB プレザンB

Choppers VERY（B) 卓愛会 月卓会 Mammies ゆり

Legacy(B) すまいる 永福卓球クラブ 目黒もくれん 卓ッキーズＢ れんげ畑

ＱフレンズＢ 上鷺宮クラブ メープルB さくら Tava☆daba KEYAKI

多摩つばさ 七福神 Mひまわり エーデルワイスＡ ファインコートB つばさA

2011 つつみクラブ ラケッツ イルカB カンパニュラ 菊卓Ｄ

四谷クラブA 向日葵 ミアボッカ アップルパイ モミの木 トップ・スピン・ＴＴＣ

檸檬 ファインコートA 杉並ロック Bodaiju さつきA ひらり

つばさB 飛行船Ｂ 川崎葵会 エフォート 卓ッキーズC（消滅） 卓ッキーズＡ

練馬翼 若草クラブA

杉並竜胆 町田ぴいぱるB ゆかり エール グラントＢ 楓クラブC

ゆう＆遊 南台T・T・C（A) つきいちクラブ V21Ａ Ｃｏｌｏｒ（Ｂ） 卓水会

荻体クラブC FRONTIER(B) すずしろクラブＡ ジャスパーＡ ティンクル 卓テイクス

麦の会Ａ 足立セピア ジョイフル キャラメル・ＢＯＸ ハミング 西東京クラブ

大田なごみＡ ドラゴンクラブ ウイングスＢ 飛鳥クラブＣ（消滅） Ｍ，ＳＴＯＲＹ ちとせクラブA

ふぇありぃ あんず 松仙Ｂ（消滅） Ｔ．Ｔ．友の会 らいむ ＡＩ’Ｓ（Ｂ）

来梅クラブＢ 大田すずらん ピーターパン 遊遊 かぐや姫Ａ 卓泉会Ａ

土曜会 入間レデイース 府中木蓮 びいどろ 冠雲クラブＢ Ｊクラブ

川崎いちご 双友会 Ｂｌｕｅ　Ｔｅｍｐｅｓｔ 京卓クラブＢ 京卓クラブＣ クリスタル（江戸川）

ｊｏｕｉｒ プラタナス 志村一里塚ＴＴ ＡＢＣ アカシアL 同友会

Misty MAX 武蔵野ファーストB 本町クラブC 多摩わかばD 宇宙卓球

O会 若葉の杜 品川卓友会C レインボーA みもざ マリン

多摩わかばＥ（消滅）T.ぷろじぇくとC 木曜クラブA 麦の会Ｂ　　　　　　 彩 ハローズ

来梅クラブA 幡ヶ谷卓球クラブB アップル 京西卓球クラブ 九十九Ｄ 幡ヶ谷卓球クラブA

メープルC 早宮クラブ 木曜クラブB テイクオフ（旧M・T） 若木クラブD Sirius(B)

ＦＣミックス エーデルワイスＢ 武蔵野菜の花 若木クラブC チームMISO ちとせクラブＢ

クローバー(調布) 北区コスモスB 多摩わかばC 九十九Ｃ ZABUTON 四葉会B

アプリコット ジャントン 南台T・T・C（B) 練馬NTC ミントクラブ 卓研パートナーI

V21B T.T.C ひめさゆり V21Ｃ 中野フレンズB アザレア（旧立川花組）

中野フレンズA きらり

６
部

　　編成表に名前のないチームは７部に申し込み下さい。

（２０２０年後期に不参加だったチームと、２０２１年前期に新規登録したチームです。）
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