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H29/1/28（土）

市町村卓球連盟事務局（オープン・近郊大会・地元大会の問い合わせは、地元の連盟事務局へ）

　市町村名 　事務局 市町村名 　事務局 電話番号
1  昭島市 椿　　由美 16　羽村市 加藤　純夫 042-579-1086
2  あきる野市 岡本　正夫 17　東久留米市 木村　めぐみ 0424-74-8448
3  稲城市 山田　浩幸 18　東村山市 塚村　吟子 042-391-1367
4  青梅市 遠藤　正彦 19　東大和市 伊藤　孝二
5  清瀬市 石井　正博 20　日野市 斎藤　信夫 042-587-6639
6  国立市 佐藤　秀樹 21　府中市 関田　伸雄
7  小金井市 小島　　馨 22　福生市 中溝　キクエ 042-551-9576
8  小平市 朝比奈克行 23　町田市 清水　　功 042-797-0831
9  国分寺市 縄手　　大 24　三鷹市 新関　順子 0422-49-0718

10  狛江市 秋元　恵司 25　武蔵野市 新井　敏久 0422-33-1850
11  立川市 後藤　　覚 26　武蔵村山市 関谷　　彰 042-564-1091
12  多摩市 久川　哲代 27　奥多摩町 瀧島　君子 0428-85-2433
13  調布市 高橋　美智代 28　瑞穂町 榎本　義輝 042-557-1551
14  西東京市 小町谷孝吉 29　日の出町 池田　英治 042-597-4461
15  八王子市 藤本　高栄 30　八丈町 菊池　悦子 04996-2-1785

東京都市町村卓球連盟・連絡先：事務局　青木史義　TEL/FAX　０４２－５５８－８８１５

　〒197-0803　あきる野市瀬戸岡１６１－４

東京都市町村卓球連盟主催事業 オープン大会 その他（日本卓球協会、東京都卓球連盟、市町村の市民大会）

２９
年

予10（火） 定例常任理事会（立川柴崎体育館） 府中市招待関東中学生大会 7東卓リーグ戦（江東）

八王子近郊大会（ホープス・カデット） 16～22全日本選手権（一般・ジュニア）（東京体育館）

1
月

下期リーグ戦（女子７部） 国分寺オープン個人戦（年代別）

（武蔵野総合体育館） 国分寺オープン個人戦（一般） 8清瀬新春ダブルス大会 8小金井卓連ＸＷ大会

★31（火） 道上杯ﾚﾃﾞｨｰｽダブルス大会

29稲城市団体戦 29東大和新春初打大会 29府中市ジュニア大会

第18回東京都市町村ラージボール 西東京女子ダブルス大会（オープン） 25～26前関東社会人選手権 （千葉）

卓球交流会　（立川柴崎体育館） 調布市小中学生オープン大会 4東卓リーグ戦（江東 ）4東京カデット・ホープス大会（八王子）

14武蔵野初打ち会 15福生初打ち大会

（東京体育館） 21多摩新人大会、ダブルス卓球選手権大会 21町田加盟団体後期大会 22調布ピンポンフェスタ

22八王子下期リーグ戦 22三鷹連盟団体戦（中学生・大人） 28桑の実カップ（八王子市）

（羽村市スポーツセンター） 武蔵野近郊ラージボール大会 12立川下期リーグ戦 12府中市長杯争奪大会

予14（火） 定例全体理事会（立川柴崎体育館） 調布オープン卓球大会 12三鷹選手権大会 15町田生涯スポ・レク大会

2
月

第55回東京都市町村卓球チーム 福生ミックスダブルス大会 18東卓リーグ戦（墨田） 18東京卓球新人優勝大会（武蔵野）

優勝大会　（立川泉体育館） 八王子近郊（オープン）高校大会 5多摩下期リーグ戦 5日野親睦大会

第58回東京都市町村新人卓球大会 清瀬オープン卓球大会 5武蔵野ダブルスチーム大会 11日野中学生大会

3
月

　　　（立川泉体育館） 武相地区大会（町田市） 26～27全国中学選抜 （山形）

予14（火） 定例常任理事会（立川柴崎体育館） 三鷹ラージボール大会

下期リーグ戦（男子４～７部） 18八王子シニアリーグ戦 19小金井市内地域対抗戦

（稲城総合体育館） 25東久留米市民大会 26三鷹3人ダブルス団体戦 （未）あきる野市民ダブルス大会

第57回東京都市町村卓球 立川オープンベテラン 7～8全国レディース卓球フェスティバル （大阪）

1～5 2017東京卓球選手権大会（東京体育館）

多摩市卓球選手権大会 4 ジャパントップ１２大会（国立代々木第二） 18東卓リーグ戦（江東）

東村山近郊少年少女大会（団体） 5小平登録チームリーグ戦 5福生市団体戦大会

選手権大会（ジュニア以下） プラムカップ大会（青梅市） 24～26全国ホープス選抜 （鳥取）  25～28全国高校選抜 （大阪）

22（土） 第43回東京都市町村ベテラン
　　卓球大会　（立川泉体育館）

八王子中学校招待卓球大会 5武蔵野下期リーグ戦 5日の出町シングル大会

12府中下期リーグ戦 16桑の実ダブルスチーム大会（八王子市）

19稲城市ペアマッチ 19調布市団体選手権大会 26武蔵村山市春季大会

　　　（立川柴崎体育館）

6/5（日） 都中学校春季大会（Ｄ・団体）八王子エスフォルタアリーナ 多摩地区研修大会（団体）　　　羽村ＳＣ

4
月

予11（火） 定例全体理事会（立川柴崎体育館）

予18（火） 平成29年度登録集計会

高
校

（
多
摩

）

7/27（水） 多摩地区大会男子団体　　　　　　日野市 （URL）　http://tttm.jp
7/29（金） 多摩地区大会男子シングルス　　日野市

7/26（火） 多摩地区選手権大会　　　　羽村SC

＆市町村中学校大会(団体)(市町村卓連名目主催)

中
学

（
多
摩

）

6/12（日） 都中学校春季大会（団体）　　立川第７中学校 新人卓球大会（男子Ｓ）　　　　　江戸川ＳＣ

7/23（土） 都中学校選手権（男団・女Ｓ）　江戸川ＳＣ 新人卓球大会（女子Ｓ）　　　　　江戸川ＳＣ

7/24（日） 都中学校選手権（女団・男Ｓ）　江戸川ＳＣ 都新人大会多摩地区の部（団体）　羽村SC

！バナー広告　募集要項（残5枠）
7/30（土） 多摩地区大会男子決勝　　　　　  多摩工業高校 ！１枠：年２万円、縦40×横200ﾋﾟｸｾﾙ
11/3（祝） 新人大会女子シングルス　　       未定

☆8/8（月）～10（水）関東大会（群馬・群馬アリーナ）　☆8/21（日）～24（水）全国大会（富山県・高岡市竹平記念体育館）
7/18（祝） 学年別大会女子シングルス　　  　立川泉体育館 ◎東京都市町村卓球連盟ホームページ

042-545-3445
042-596-3526
090-2241-4157
0428-22-9082 080-1339-5712
042-494-2713

11/6（日） 新人大会女子団体　　　　　        未定

11/20（日） 新人大会女子ダブルス　　　      未定

電話番号

042-534-2943
042-371-2359
042-485-4749
042-463-0271
042-623-2300

080-3730-1992 090-6175-9671
0422-88-7213
070-6455-1333
042-586-7801
03-3489-4559
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