
所属部 チーム名 所属部 チーム名 所属部 チーム名 所属部 チーム名

ＩＴＳ三鷹(A) ＭＡＹ ＹＯＵＮＧ(A) ＩＮＯＳＥＮＴ ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ
偉関ＴＴＬ(A) 目白卓球倶楽部(A) 井の中の蛙 ＣＨＩＤＯＲＩＡＳＨＩ(B)
ウイニングクラブ(A) 森の会(A) ＩＭＰＡＣＴ(A) 超音波クラブ
ウイニングクラブ(B) Ｒｏａｄｓｔｅｒ ＩＭＰＡＣＴ(B) 九十九(C)
ステルス(A) ＩＶ　ＨＯＭＭＥ Ｏｏｐｓ． 九十九(D)
卓精会(A) ＡＲＰダンディーズ(A) ＮＴＴ東日本　東京 つのっぴー
チームＤＲＥＡＭ(A) ＩＴＣ(A) ＮＰ ＣＬＵＢ つばさクラブ
千代田クラブ(A) あうんと Ｍ４.ｎｅｔ Ｔ．Ａ．Ｎ
Ｔ.Ｏ.Ｍ＆卓球三昧(A) 一番搾り(A) 株式会社 旺文社 Ｔ.Ｏ.Ｍ＆卓球三昧(B)
東京ガス(A) 一番搾り(B) 大林組 ＴＫクラブ
ＡＱＴＡ(A) １０２倶楽部 桜花会(B) Ｔ－Ｔ－ＴＯＰ(B)
１－Ｃ 宇宙卓球(B) 桜花会(C) Ｔ．Ｔ　Ｌａｂｏ
ゴルベテ(A) Ｅ’Ｓ 桜卓会 天狗乃舞(A)
ＪＩＮＯＰＯＮＳ 大江戸ファンタジー ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ(D) 天狗乃舞(B)
ダイヤクラブ(A) 大田卓愛(B) 大花火 天狗乃舞(C)
卓精会(B) 大田卓愛(C) Ａｌｌ－Ｉｎ． 東京消防庁(A)
卓精会(D) 蒲田温泉卓球同好会 荻体クラブ(B) 東京消防庁(B)
卓楓会(A) 北多摩会 ＡＯＳＨ 東京都下水道局
ＴＥＡＭ　ＳＥＩＹＡ(A) Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ 尾山台クラブ 東京アート
ＣＨＩＤＯＲＩＡＳＨＩ(A) ＫＴＡ立川(B) 会計検査院卓球会 東京海上日動火災保険㈱
蔦葉クラブ(A) 江卓会 協和キリン株式会社 東京ガス(C)
東京　ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ(A) ゴルベテ(B) 吉祥寺卓球倶楽部 東京信用保証協会
杜卓球クラブ 桜ＴＣ 球粋会 東京地下鉄㈱(B)
双葉苦楽部(A) ＪＰ本社 京球会(B) 東叡会
美鷹クラブ(A) ＪＰＧ　ＴＯＫＹＯ　ＴＡＢＬＥ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ 京球会(C) 同球会
目黒不動クラブ(B) 渋谷卓球クラブ(B) Ｋｕｎｉｔａｋｕ(A) 東京　ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ(B)
代々木クラブ(A) 渋谷卓球クラブ(C) Ｋｕｎｉｔａｋｕ(B) 東京　ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ(C)
Ａｋｉｂａ卓球スタイル 清水クラブ Ｋｕｎｉ卓ＳＣ(A) 東京卓球クラブ　暁(A)
宇宙卓球(A) 松卓会(A) Ｋｕｎｉ卓ＳＣ(B) 東京卓球クラブ　暁(C)
エクシード 松卓会(B) クラージュ 東京都教職員卓球連盟
ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ(A) 翔卓Ｔ．Ｔ．Ｃ(A) 計算機クラブ 東京都中学校卓球会
ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ(B) 神馬クラブ(A) ＫＴＡ立川(A) 東京ベテラン(A)
荻体クラブ(A) ＳｔｒｉｋｅｒＳ(A) 好卓会 東京ベテラン(B)
クラブ７号館 スマイリー 小金井卓連(B) 東京ベテラン会(A)
小金井卓連(A) 大勤クラブ(A) ＫＯＴＯＢＵＫＩ 東京ベテラン会(B)
Ｊクラブ ダイヤクラブ(B) 辛夷クラブ 東京ベテラン会(C)
卓精会(C) ダイヤクラブ(C) 駒場野星卓会 東友会
卓精会(F) 卓愛会館クラブ ゴルベテ(C) 桃李
卓葉会 卓精会(E) 紺碧クラブ 稲理会
チームＤＲＥＡＭ(B) 卓楓会(C) サザンクロス トキワクラブ(A)
チームＤＲＥＡＭ(C) ＴＥＡＭ　ＳＥＩＹＡ(B) 皐月会(A) トキワクラブ(B)
調布市卓球連盟(A) ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ(A) 皐月会(B) 中野クラブ
九十九(B) ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ(B) サレジオ高専 日産追浜(B)
東京都庁 チームＤＲＥＡＭ(D) さわーず 西東京クラブ(A)
東京ガス(B) 調布市卓球連盟(B) 産技高専荒川 西東京クラブ(B)
東雄クラブ(A) 千代田クラブ(B) ＳＡＮＳＥＩ 西東京クラブ(D)
東雄クラブ(B) 蔦葉クラブ(B) シチズン時計株式会社 ニッタクサンフレンド
中野区役所 Ｔ＆Ｔクラブ(C) Ｃ．Ｅ．Ｖ．Ｇ 熱球倶楽部(D)
熱球倶楽部(A) Ｔ－Ｔ－ＴＯＰ(A) ＧＩＮＯ 萩中クラブ
ピンポンダッシュ 天鐘会 ＺＩＺＯ倶楽部 Ｈａｃｈｉｔａｋｕ
ＢＲＡＶＥ(A) 東京都水道局(B) 渋谷卓友会 日立本社クラブ(B)
まじかるぱんだ(A) 東京地下鉄㈱(A) 渋谷卓球クラブ(D) 日野自動車キングフィッシャーズ

丸善クラブ(B) 東京卓球クラブ　暁(D) 渋谷卓球クラブ(E) 広卓会(A)
友卓会 東雄クラブ(C) ｊｏｕｉｒ 広卓会(B)
代々木クラブ(B) 日本ユニシス 週一会 広卓会(C)
ルシファー(A) 肉団子先輩 翔鴎会(B) 広卓会(D)
Ｒｅｄ　Ｍａｎａｔｅｅ 西東京クラブ(C) 翔卓Ｔ．Ｔ．Ｃ(B) ピンポンさん
ＩＨＩ(A) 二小卓同 城北卓球クラブ ぴんぽんず卓球クラブ(C)
青山スポーツ 布引クラブ 親愛ムーサスクール 株式会社ブリヂストン
ＡＱＴＡ(B) ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ 新星会 双葉苦楽部(D)
ＮＡスポーツクラブ はぴぽん 神馬クラブ(B) 府中キララ卓球クラブ
Ｎクラブ 浜町卓研 スペシャルオリンピックス日本・東京(A) 府中卓連
ＭＩクラブ 日立本社クラブ(A) スペシャルオリンピックス日本・東京(B) 武道館クラブ
桜花会(A) 平沼クラブ(A) すぎな（A） ブルーグリーン
大田卓愛(A) 平沼クラブ(B) すぎな（B） ブループラム(A)
ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ(C) ぴんぽんず卓球クラブ(A) Ｓ．Ｋ．Ｏ．Ｐ． ブループラム(B)
京球会(A) ぴんぽんず卓球クラブ(B) ステルス(B) ＢＲＡＶＥ(B)
クラブＮＳＣ フィオーレ(A) ＳｔｒｉｋｅｒＳ(B) 北斗会
警視庁 フィオーレ(B) スパーク 本町クラブ(A)
㈱ケアリッツ・アンド・パートナーズ 双葉苦楽部(C) ＳＰＯＴＴＯ 本町クラブ(B)
ＫＥＩＯクラブ ＢＯＭＢＥＲＳ 青嵐クラブ 本町クラブ(C)
ＪＲ東日本東京 茗渓卓球クラブ 世田谷クラブ 本町クラブ(D)
渋谷卓球クラブ(A) ＭＡＹ ＹＯＵＮＧ(B) セントポールズ卓人会 丸紅
翔鴎会(A) 森の会(B) 大勤クラブ(B) 松丘卓球クラブ
昭友クラブ ＬａｂｏＬｉｖｅＴＴＣ 第二体育会 法政大学(A) 丸善クラブ(A)
卓精会(G) ＩＨＩ(B) 第二体育会 法政大学(B) みずほフィナンシャルグループ
卓朗会(B) ＩＨＩ(C) 第二体育会 法政大学(C) 三井住友海上火災保険株式会社
九十九(A) 朝日生命 第二体育会 法政大学(D) 美鷹クラブ(B)
鶴間公園倶楽部 ＡＲＰダンディーズ(B) ダイヤクラブ(D) 南六郷卓球場(B)
Ｔ＆Ｔクラブ(A) Ｉｒｏｎ　Ｗｉｌｌ 卓翠会 目黒不動クラブ(A)
Ｔ＆Ｔクラブ(B) ＩＴＳ三鷹(B) タクスターＴＴＣ 目白卓球倶楽部(B)
東京都水道局(A) ＩＴＳ三鷹(C) 卓精会(H) 湯島ＭＤクラブ
特別区卓球クラブ ＩＴＣ(B) 卓精会(I) 横河電機(A)
東京卓球クラブ　暁(B) ＡＫＡＭＡＲＵ 卓二会 横河電機(B)
トマト倶楽部 ＡＱＵＡ 卓楓会(B) ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ
日産追浜(A) Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ 卓朗会(A) 代々木クラブ(C)
日中卓球 味ごのみ 卓腕倶楽部 代々木クラブ(D)
熱球倶楽部(B) 荒鷲会 龍球会 リコー
熱球倶楽部(C) 偉関ＴＴＬ(B) ＴＡＣ 立紫会
双葉苦楽部(B) 板橋区卓球連盟 たつのおとしごクラブ(A) リバーサイド
ＦＬＥＸ 一卓会(A) たつのおとしごクラブ(B) ルシファー(B)
まじかるぱんだ(B) 一卓会(B) たつのおとしごクラブ(C)
美鷹クラブ(C) 一卓会(C) タンタカ
南六郷卓球場(A) いつも。 ＴＥＡＭ　ＴＡＲＧＥＴ
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アルバトロス(A) ＥＡＲＴＨ(B) 渚クラブ 立川花組(B)

スマイル 赤城台クラブ ニューウェーブ 卓ッキーズ(B)

卓精会(A) 赤堤クラブ 練馬クラブ 卓ッキーズ(C)

千代田クラブ(A) ウェルネス 双葉苦楽部(A) たつのおとしごクラブ

九十九(B) 梅島クラブ(B) ホークス(B) 多摩スポの会

天狗乃舞 ＡＲＳ(A) 本町クラブ(B) たまみ会

浜町卓研(A) 江戸川クラブ 本町クラブ(C) 多摩ラージ

美鷹クラブ(A) Ｎ・Ｋ卓球部(A) まじかるぱんだ 多摩ラージＬ

飛鳥クラブ(B) 大田クラブ(A) 武蔵野ポーラスター たらの芽くらぶ

淑友クラブ(A) ｃａｒｏ 森の会 Ｔｅａｍ　Ｃｏｍｅｔ

杉並卓球クラブ(A) キャンディ わかば ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ(B)

すばる(A) 京卓クラブ ＩＴＳユーキャン チェリオ

ＳＯＲＡ 京文会 いろは 調布市卓球連盟(C)

卓習会 さいかち ＮＴＴ東日本　東京 千代田クラブ(C)

立川花組(A) 昭友クラブ Ｎ・Ｋ卓球部(B) 千代田クラブ(D)

九十九(A) 杉並コスモス(A) ＮＴＣ(B) 九十九(C)

八王子ポニー(A) 杉並卓友(A) ＮＴＣ(C) 九十九(D)

ＢＡＬＡＮＣＥ 卓志 ＦＴ 九十九(E)

飛翔 卓美会(C) 桜卓会(A) 九十九(F)

平沼クラブ 卓令(A) 青梅クラブ(B) 九十九(G)

ＢＲＩＴＺ 卓研パートナー(B) 青梅クラブ(C) つばさクラブ(B)

ＦＬＥＸ 調布市卓球連盟(B) オージーⅤ Ｄ＆Ｗ。

プレミアム つばさクラブ(A) 大田クラブ(D) 東京都庁(A)

ホークス(A) Ｔ＆Ｔクラブ ＯｖｅｒＬｉｇｈｔ 東京都庁(B)

武蔵野クラブ トマト倶楽部 荻体クラブ 株式会社 トプコン

ＹＴＣ(A) ノースクラブ ｏｒｅｏ 東京卓球クラブ 暁

ＥＡＲＴＨ(A) 浜町卓研(B) Ｏｎｌｙ－ｏｎｅ 東京ベテラン

ＡＱＵＡ ブルーグリーン(B) カサブランカ 東京ベテラン会

飛鳥クラブ(A) 代々木クラブ(A) 花梨 桐卓会

飛鳥クラブ(C) 代々木クラブ(B) キヤノンメディカルシステムズ㈱ 中野区役所

アルバトロス(B) 楽和くらぶ くまーず 練馬茜

イーグルス ＹＴＣ(B) くろしば 白鴎クラブ

ウイングス ＹＴＣ(C) 警視庁 八王子ポニー(B)

梅島クラブ(A) アルバ ㈱ケアリッツ・アンド・パートナーズ はなぶさ

Ａｉｒｙ ＡＲＳ(B) ＣＯＮＮＥＣＴ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

エテルナ ＳＣ千代田 サンリツ ひよこクラブ

ＮＴＣ(A) ＮＡスポーツクラブ 皐月会(B) ヒロイン

大田クラブ(C) Ｎ・Ｋ卓球部(C) サンライズ ぴんぽんくらぶ

楓クラブ エルモ ＧＴＲ 双葉苦楽部(B)

かぐらざか 桜卓会(B) しし丸 府中ラージボール卓球同好会

冠雲クラブ 青梅クラブ(A) ｊｏｕｉｒ(A) 芙蓉

サザンスターズ(A) 大田クラブ(B) ｊｏｕｉｒ(B) ＦＬＡＴ

サザンスターズ(B) ＯＴ．クラブ 淑友クラブ(B) フリーランス

皐月会(A) ＫＭＴＣ 杉並永福卓球クラブ プリズム

渋谷卓球クラブ 小金井卓連 杉並コスモス(B) ポピンズ

ｓｆｉｄａ コメット 杉並卓友(B) 町田卓桜会

卓精会(B) 新中野クラブ 杉並卓球クラブ(C) 瑞穂

卓精会(C) 杉並卓球クラブ(B) スヌーピー ミラクル

卓精会(D) すばる(B) スペシャルオリンピックス日本・東京 ＭＩＬＦＬＵＲ

卓研パートナー(A) ＳＳＳ ＳＰＯＴＴＯ むさしのゆずクラブ

ＴＡＭＡ－ＧＯクラブ 卓精会(F) Ｓｍｉｌｅ ｏｆ Ｌｏｖｅ 矢口卓球場

調布市卓球連盟(A) 卓美会(A) 石泉クラブ 弥生クラブ

千代田クラブ(B) 卓美会(B) 冬青クラブ 楪(ユズリハ)

東雄クラブ 卓美会(D) 第二体育会法政大学 ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ

ブルーグリーン(A) 卓ッキーズ(A) 卓精会(E) ＹＯＴＳＵＹＡ

本町クラブ(A) 卓球道場 水口 卓精会(G) ラズベリー

美鷹クラブ(B) 卓研パートナー(C) 卓二会 ＹＴＣ(D)

目黒不動クラブ 卓研パートナー(D) 卓令(B) 若葉クラブ

ＭＯＳＴ ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ(A) 卓令(C)

豊島杉の子クラブ たけのこ
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