
女性のみ 男女 S=シングルス MW=ミックスダブルス ＜Jクラブ＞
男性のみ W=ダブルス 更新：

日付 曜日 日付 曜日

トリオマッチ（１W, 2S)

4/12 土 東京都市町村ベテラン 立川市泉市民体育館 6/27 金 5/23 綾瀬オープンレディース 東京武道館 加盟3600円 非加盟4500円

11回東京春季ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 年代別ダブルス（ペア合計）

4/19 土 3/10 男子だけ年代別個人戦 荒川総合スポーツセンター男子のみ1人1200円 7/2 水 5/20 ミズノ東京ﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝ 東京体育館 一組 2000円

男子・女子ダブルス

4/20 日 3/31 71回八王子市民選手権 八王子市民体育館（主） 一人1000円 7/6 日 5/16 板橋オープンダブルス 上板橋体育館 加盟2600円 非加盟3200円

4/24 木 3/15 プロブレスリーグ男女 駒沢体育館 1人1200円 7/7 月 6/13 ハローレディス団体戦 東京体育館（ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ） １チーム　4000円

一般・ジュニア（中学以下）年代別 一般800円 一般女子、年代別（個人戦）

4/26 土 3/20 中野オープン大会 中野区立中野体育館 ジュニア（中学以下）500円 7/12 土 6/4 東京スポーツ祭典 日野市ふれあいホール 加盟1500円 非加盟2000円

オープン 288人 一般男子、年代別

5/5 月 3/25 多摩年代別シングルス大会 泉市民体育館 加盟1000円 非加盟1200円 7/13 日 6/4 東京スポーツ祭典 日野市ふれあいホール 加盟1500円 非加盟2000円

23回関東オープン ミックス・女子ダブルス

5/15 木 4/18 レディース３ダブルス 東京体育館（ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ） 加盟3600円 非加盟4500円 7/16 水 6/20 プログレスリーグ 東京武道館 一組 2000円

女子年代別団体戦（30～70才）

5/18 日 4/29 座間市ベテランオープン 座間市立市民体育館 1人1000円 7/19 土 6/4 東京スポーツ祭典 大森スポーツセンター 加盟3600円 非加盟4200円

MIX団体戦・女子団体戦 男女一般団体戦（2W,　3S）

5/18 日 3/10 太田スポーツ祭典 大森スポーツセンター 加盟1人1000円非加1300円 7/20 日 6/4 東京スポーツ祭典 大森スポーツセンター 加盟4800円 非加盟6000円

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 男子年代別団体戦（30～70才）

5/19 月 4/15 森会長杯東京ﾚﾃﾞｨｰｽ 東京体育館 1人1000円 7/21 月 6/4 東京スポーツ祭典 大森スポーツセンター 加盟3600円 非加盟4200円

53回八王子市

5/25 日 5/9 総合団体卓球選手権 八王子市民体育館（主） 加盟2000円 非加盟3000円

男女オープン

5/28 水 4/30 多摩ﾊｯﾋﾟｰｶﾙﾃｯﾄ（団体） 立川市柴崎市民体育館 加盟3600円 非加盟4200円

男女団体戦（2W、3S）

6/1 日 4/30 多摩スプリング団体戦 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 加盟3600円 非加盟4200円

22回町田市近郊

6/4 水 4/28 女子ダブルス（オープン） 町田市立総合体育館 一組 2000円

男・女/個人戦

6/4 水 5/9 プログレスリーグ 東京体育館 1人1200円

ﾀﾞﾌﾞﾙｽのみ　（混合の男子は65以上）

6/4 水 5/10 わかば40周年の集い 多摩市立総合体育館 一組 1500円

男女ペアマッチ　（Ｗ，Ｓ）

6/7 土 5/14 58回世田谷オープン 世田谷総合体育館 加盟2400円 非加盟3000円

W=加盟1600円 非加盟2000円

6/12 木 5/12 16回ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ 東京体育館 S=どちらも1人1000円 
7回町田オープン

(2014/3/27)

名称 会場 内容

＜男女一般試合内容＞
試合日

締日
試合日

締日 名称 会場 内容



6/17 火 5/14 ABC=XYZ団体戦 町田市立総合体育館 加盟3000円 非加盟4000円

女性のみ 男女 S=シングルス MW=ミックスダブルス
男性のみ W=ダブルス 更新：

日付 曜日 日付 曜日

一般,年代別,中学、高校

4/6 日 3/18 28回八王子市卓球大会 八王子市民体育館（主、分） 1種目1000円　加盟800円

4/20 日 3/31 71回市民卓球大会 八王子市民体育館 少年少女500円、他1000円

一般・ジュニア（中学以下）年代別 一般800円

4/26 土 3/20 中野オープン大会 中野区立中野体育館 ジュニア（中学以下）500円

5/3 土 4/5 三鷹市中学生オープン 三鷹市第１，２体育館 1人300円

(小学、中学男女ｼﾝｸﾞﾙｽ）

5/6 火 4/15 立川オープンジュニアー 泉市民体育館 1人500円

5/25 日 5/9 53回八王子市総合団体 八王子市民体育館（主、分） 加盟2000円 非加盟3000円

試合日
締日 名称 会場 内容

試合日

＜男女学生試合内容＞ (2014/3/27)

締日 名称 会場 内容




