
東京都市町村卓球連盟卓球カレンダー
（令和２年度）

２０２０年 （２０２０年６月～２０２１年４月）
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定例常任理事会（立川泉研修室） 3
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6

6

6

13
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19

20 5日野市チーム優勝大会 6西東京市民大会

19多摩市長杯・議長杯卓球大会

★14（月） 東京ﾚﾃﾞｨｰｽ兼全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ<予>（武蔵野の森ＳＣ） 狛江オープン卓球大会 19後期リーグ　26東アジアホープス日本代表選考会〈予〉　

★印は、（一社）東卓主催大会で、市町村の卓球
連盟に登録している準会員（地元卓連の名簿が
東卓に提出されている選手）も出場できます。★
申し込みは、各地元市町村卓連事務局→（一
社）東京都卓球連盟事務局（新宿区）宛

八王子近郊オープン大会（一般・年代別） 27東京カデット・ホープス全国ホープス選抜大会〈予〉

府中市ジュニア卓球研修大会（中体連9ブロック） 3東村山レディースダブルスリーグ

福生オープンダブルス卓球大会

12
月

府中市ジュニア卓球研修大会 26～29全国教職員大会（愛媛）　19日本リーグ選抜チャンピオン大会（神奈川・予）

★7・8（月・火） 後期シニアリーグ（武蔵野の森ＳＣ） 小平オープン・チーム大会 5東京選手権年代別〈予〉　6 東京選手権ジュニア男子〈予〉　17東京選手権学生〈予〉

15青梅市下期リーグ戦15国立秋季市民大会  22立川市民大会（地区対抗） 22調布市加盟団体後期リーグ戦

22町田市卓球個人選手権 25東村山シニアラージボール大会  28小平秋季市民大会（中学生） 29日の出町卓球交流会

予8（火） 定例全体理事会（立川泉研修室） 武蔵野オープン卓球大会 11～13全国レディース大会（宮崎）12～13日本リーグﾌｧｲﾅﾙ4（広島）

★10（火） ミズノカップ東京レディースオープン 三鷹混合ダブルス年代別オープン大会 7日野ダブルス団体戦  8調布市民祭個人戦  8スポーツ祭まちだ2020

（ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子） 八丈島浅葉杯卓球大会  8奥多摩町秋季大会 12武蔵野ラージボール交流会

国分寺オープン女子３ダブルス団体戦 3稲城市順位決定大会 3小金井市ＰＴＡ大会 

青梅市オープンダブルス大会 3府中市民大会（男女ダブルス） 7小平ラージボール大会

第26回バタフライ・ダブルス 羽村ミックスオープン卓球大会 13～15全日本選手権・カデット（富山）28～29全日本学生選抜（神奈川）

11
月

　　チームカップ　　（立川泉体育館） 西多摩行政圏体育大会（あきる野市） 1多摩市民大会 1東大和市民大会（一般、シニア） 

東村山オープン婦人３ダブルス大会 1昭島市民大会  3東大和市民大会（小中学生）  

（ラージボール）（墨田区体育館） 20東村山シニア混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会  21調布シニア交流ダブルス大会　25小金井秋季天狗大会

25東久留米市民ﾀﾞﾌﾞﾙｽｼﾝｸﾞﾙｽ大会  25府中市民大会男女・中学校団体戦　25昭島市民大会

予10（火） 八王子ラージボール大会 6～8全日本社会人選手権（岐阜）11～15日本リーグ後期（熊本）

17町田市民卓球大会 

西東京市体協会長杯（オープン） 18府中市民大会混合ダブルス戦

◇26（月） 第25回シニア健康フェスティバルTOKYO 18小金井市民体育祭大会 18八王子市民大会

10
月

第20回東京都市町村オープン 立川オープンジュニア大会 4狛江市民大会　 4武蔵野秋季市民大会

・ラージボール大会（立川柴崎体育館） 天乃屋カップ（武蔵村山市） 8小金井紅葉祭りチーム戦  12青梅スポレクフェスタ

あきる野市近郊卓球大会

予13（火） 定例全体理事会（立川泉研修室） 多摩六都親善卓球大会（東久留米市） 3～4関東レディース大会（茨城）8～12国民体育大会（鹿児島）

東村山ラージボール卓球オープン大会 16～18全日本選手権〈団体〉（三重）22～25全日本大学総合選手権（愛知）

（ラージボール）（墨田区体育館・サブ） 21小平秋季市民大会（団体・ホープス） 21八王子シニア卓球チーム大会　21武蔵野上期リーグ戦  

22三鷹市民大会  22武蔵村山秋季市民大会 22日野市民大会　24八王子桑の実ダブルス大会

13町田市加盟団体戦 　15東村山レディースダブルスリーグ戦  19調布市民祭個人戦（小中学生）  

20あきる野市民個人戦　20府中市民大会男女シングルス戦 20福生市民大会 　20小金井市民大会（小中学生）

◇19（土） 都民生涯スポーツ大会 20国分寺市民大会　20調布市混合団体戦　20多摩市ダブルスチーム大会　21青梅市民大会  

９
月

◆27（日） 第53回市町村大会卓球競技 羽村シニアオープン卓球大会 12全日本（シングルス）<予>（駒沢屋内球技場）

　　　　　（東村山市体育館） 1町田シニアダブルス大会 6稲城市民大会

12立川市民大会個人戦　13東村山秋季市民大会 13府中公私立中学校大会　

予8（火） 定例常任理事会（立川泉研修室） 日野レディースダブルスオープン大会 3～6全日本実業団選手権（岡山）11～13関東ラージボール大会（栃木）

町田ダブルス卓球選手権大会 19～22全日本クラブ選手権（茨城）　

1武蔵野市卓球交流会　10小金井級別ダブルス大会　16調布市ニッタクレディース大会

21清瀬夏季青少年大会 23小金井婦人子供大会 23羽村市民大会　 

　　　　　 29立川市民大会（中学生の部）　30西東京市総合体育大会　30東大和納涼卓球大会

８
月

　 21～24全国中学校大会（静岡） 26～9/4パラリンピック競技大会（東京）

上期リーグ戦（）  （稲城市総合体育館） 3ジュウイック杯東京カデットホープスリーグ　9全日本マスターズ男子〈予〉

　15全日本マスターズ女子〈予〉　17・18・28東京カデット大会　23前期リーグ戦

　　　　　 東久留米市オープン混合ダブルス大会  10～15全国高校選手権（岩手）13～151全国ホープス大会（愛知）

19調布市バタフライダブルスチーム大会 24青梅上期リーグ戦

　 25立川スポレクフェスタ2020　26八王子市民卓球ダブルス選手権

12稲城市ABC－XYZ卓球大会　12狛江市団体戦

第61回東京都市町村卓球選手権大会 多摩市ダブルスオープン大会 24～26全日本選手権ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・ﾊﾞﾝﾋﾞ（兵庫）<予>

定例全体理事会（立川泉研修室） 八王子オープンダブルス大会 9～10全国ホープス東日本ブロック大会（福井）

７
月

　（ジュニア・一般・年代別）（エスフォルタアリーナ八王子）　 東村山オープンレディースダブルス大会 25～8/7オリンピック競技大会（東京）　4・ 12・18前期リーグ戦

第6回ニッタク・ダブルス大会 東村山近郊少年少女大会（個人） 11全日本社会人選手権<予>　24全日本選手権ダブルス<予>

★17（水） 前期シニアリーグ（東京武道館）  21福生市卓球大会  21八丈島ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ戦 28八王子市民卓球フェスタ　28府中市スポレク　ラージボール大会

予14（火） 定例常任理事会（立川泉研修室） 昭島オープンダブルス大会 4～5国体関東ﾌﾞﾛｯｸ大会（神奈川）10～12全日本ラージボール選手権（福島）

 5立川上期リーグ 5武蔵野地域対抗団体戦　  

★13（土） 東京卓球新人優勝大会（一般）（稲城市総体） 14多摩市上期リーグ戦　14府中市加盟団体リーグ戦　 

★16（火） 前期シニアリーグ（東京武道館） 21あきる野市民大会（団体） 21東大和市民選手権大会  

小金井市オープン選手権 14清瀬市民大会（小中学生） 14国立春季市民大会  　 

国分寺市オープン団体戦（男子）  14小金井シニアスポーツフェスタ14狛江市卓球ダブルス大会

町田市近郊ラージボール卓球大会 2東村山ﾚﾃﾞｨｰｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾘｰｸﾞ戦  7調布前期リーグ戦

６
月

上期リーグ戦（）  （武蔵野総合体育館） 小平オープン・ミックスダブルス大会 7清瀬市春季市民大会（一般） 7府中市加盟リーグ戦  

国分寺市オープン女子3ダブルス団体戦 13武蔵野市レディース団体戦 14奥多摩町春季大会 

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、市町村の市民大会等）

Ｒ2
年

Ｒ2年度定期総会 　（八王子市労政会館） 町田市近郊女子ダブルス卓球大会 26～28全国ラージボール大会（岩手）

定例全体理事会　（立川泉研修室） 西東京ミックスダブルス大会 6全日本実業団・全日本クラブ選手権<予>23全国ﾚﾃﾞｨｰｽ（個人）〈予〉
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