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第１回 長野県 青　卓　会 　 　 　 サンフレンド 　 　 　
（57年） 戸倉町 （東京） 　 　 　 （東京） 　 　 　

第２回 青　卓　会 　 　 　 代々木クラブ 　 　 　
（58年） （東京） 　 　 　 （東京） 　 　 　

第３回 長野県 青　卓　会 Ｔ＆Ｔ 東　星　会 　 わかくさ 駒　　場 ひ　よ　こ 　
（59年） 須坂市 （東京） (東京） （東京） 　 （奈良） （埼玉） （東京） 　

第４回 長野県 青　卓　会 三栄信用組合 皐月会A 　 わかくさ 駒　　場 ひ　よ　こ 　
（60年） 松本市 （東京） (東京） (東京） 　 （奈良） （埼玉） （東京） 　

第５回 長野県 青　卓　会 ファーストクラブ 代々木クラブB 富山県卓クラブ サンフレンド 板橋クラブ 　 飯田卓球センター(A) 井上　琢浩 （青卓会）  
（61年） 戸倉町 （東京） (東京） （東京） （富山） （東京） （東京） 　 （長野） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

第６回 青　卓　会 日東精工クラブ 兵庫ベテラン会 大島TTS(B) 梅島クラブ(B) 本町クラブ 白鵬クラブ 大島TTS(A) 井上　琢浩 （青卓会）  
（62年） （東京） （京都） （兵庫） (栃木） (東京） （東京） （東京） (栃木） 大野　知子 （梅島ｸﾗﾌﾞ）  

第７回 広島県 ＩＴＳ(A) 豊田クラブ コスモスポーツクラブ 大島TTS 兵庫卓研 西宮卓研(A) フェニックス 大島TTS 井上　琢浩 （ＩＴＳ)  
（63年） 呉市 (東京） （愛知）　 （千葉） (栃木） （兵庫） （兵庫） （東京） (栃木） 前田　幸子 （ぴんぽんク）  

第８回 栃木県 ＩＴＳ 平成クラブ 福井ベテラン会 大島TTS(A) 千代田クラブ おおるり フェニックス 大島TTS(A) 井上　琢浩 （ＩＴＳ)  
（H1年） 宇都宮市 (東京） （大阪）　 （福井） (栃木） （東京） （栃木） （東京） (栃木）  

第９回 長野県 ＩＴＳ 岡山青卓会 コスモクラブ ＩＴＳ 兵庫卓研 西宮卓研 フェニックス あずまスポ少(A)  
（2年） 長野市 (東京） （岡山） （千葉）  （東京） （兵庫） （兵庫） （東京） （福島）  

第10回 わかくさクラブ 中電宇部クラブ 福井ベテラン会 ＩＴＳ三鷹 兵庫卓研 浜卓会茶の実(B) 兵庫卓研 三浦卓球クラブ 政本　　尚 （清友クラブ）  
（3年） （奈良） （山口） （福井） （東京） （兵庫） （神奈川） （兵庫） （福島） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

第11回 福島県 福卓会(A) 長生高OB教員ｸﾗﾌﾞ 兵庫ベテラン会 むつ皐翔会 べにばなクラブ 若草卓球スポクラブ 卓　美　会 富久山卓球クラブ 八代　泰伸 （ＩＴＳ三鷹)  
（4年） 郡山市 （福島） （千葉） （兵庫） （青森） （山形） （千葉） （兵庫） （福島） 村井　理美 （わかくさｸﾗﾌﾞ）  

第12回 新潟県 福井クラブ 日野自工クラブ 兵庫ベテラン会 丸善クラブ わかくさクラブ ウイングス つばさクラブ 三浦卓球クラブ 塩田　晋宏 （卓心会）  
（5年） 長岡市 （大阪） (東京） （兵庫） （東京） （奈良） （東京） （東京） （福島） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

第13回 静岡県 福井クラブ 進栄クラブ 卓　翠　会 富久山卓球クラブA 寝屋川クラブ 江戸川クラブ サザンスターズ 三浦卓球クラブ(A) 笹岡　光央 （長岡クラブ）  
（6年） 静岡市 （大阪） （京都） （東京） （福島） （大阪） （東京） （東京） （福島） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

第14回 静岡県 ヤマハクラブ 細江クラブ 代々木クラブ 川西ギャラントム 寝屋川クラブ たんぽぽ サザンスターズ 三浦卓球クラブ(A) 斎藤　　清 （さくら草ｸﾗﾌﾞ)

（7年） 浜松市 （静岡） （静岡） （東京） （兵庫） （大阪） （埼玉） （東京） （福島） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

第15回 福岡県 福　卓　会 秋山卓球クラブ 西東京クラブ 石田卓球クラブＡ 高倉クラブ あ　す　か 吹田レディース 豊津クラブA 李　　　勇 （信濃愛球会）  
（8年） 北九州市 （福島） （福岡） （東京） （福岡） （神奈川） （兵庫） （大阪） （福岡） 曹  艶  霞 （小浜クラブ）  

第16回 千葉県 ヤマハクラブ 東京ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ卓球ｸﾗﾌﾞ サザンクロス 袖ヶ浦クラブ 花野井クラブ 甲子園クラブ サザンスターズ 富久山卓球ｸﾗﾌﾞA 李　　　勇 （信濃愛球会）  
（9年） 成田市 （静岡） (東京） （東京） （千葉） （千葉） （兵庫） （東京） （福島） 曹  艶  霞 （小浜クラブ）  

第17回 長野県 代々木クラブ 創　新　会 サザンクロス 富久山卓球クラブA 南台卓球クラブ 大田クラブ サザンスターズ 東海クラブ 高      飛 （卓楓会）  
（10年） 長野市 （東京） （千葉） （東京） （福島） （神奈川） （東京） （東京） （茨城） 馮      敏 （信濃愛球会）  

第18回 福井クラブ 栃木クラブ サザンクロス 東海クラブＡ 南台卓球クラブ 逗子クラブ サザンスターズ Jrロードスカイ 宇和佐哲也 （福井クラブ）  
（11年） （大阪） （栃木） （東京） (茨城） （神奈川） （神奈川） （東京） （兵庫） 高木和恵子 （千代田ｸﾗﾌﾞ）  

 
１部 ２部 ３部 ４部 １部 ２部 ３部 ４部  

第19回 長野県 南台卓球クラブ 卓心会 サザンクロス 富山ﾄﾞﾝﾍﾟﾘ倶楽部 ＥＮＪＯＹ 逗子クラブ サザンスターズ イーグルス ＫＴＧクラブ （埼玉）  
（12年） 長野市 （神奈川） （栃木） （東京） （富山） （東京） （神奈川） （東京） （東京） 東海クラブA （茨城）  

第20回 さくら草クラブ CLUB ONE サザンクロス 卓翠会 わかくさクラブ 逗子クラブ つばさクラブ イーグルス YANCHAｸﾗﾌﾞ （富山）  
（13年） （埼玉） （東京） （東京） （東京） （奈良） （神奈川） （東京） （東京） 小瀬クラブA （奈良）  

第21回 滋賀県 T．T．Sタカハシ 日産自動車追浜 清友クラブ VT神奈川 松下電工彦根ｸﾗﾌﾞ ＴＲＹ 紫クラブ サザンスターズ 川西ｷﾞｬﾗﾝﾄﾑA (兵庫)  
（14年） 野州町 (兵庫) （神奈川） (大阪) （神奈川） (滋賀) (大阪) （京都） （東京） 小瀬クラブA （奈良）  

第22回 福岡県 MD相模 千代田クラブ 清友クラブ 横浜ベテラン会A T．T．Sタカハシ ＴＲＹ 武蔵野クラブ 浜卓会爽和 松元卓運 （鹿児島）  
（15年） 北九州市 （神奈川） （東京） （大阪） （神奈川） （兵庫） (大阪) （東京） （神奈川） 星野クラブ （大阪）  

第23回 福岡県 ウイニングクラブ 卓心会Ａ サザンクロス 西東京クラブ ＭＤ相模 飛鳥クラブ つばさクラブ 周南クラブ 石田卓球ｸﾗﾌﾞ （福岡）  
（16年） 北九州市 （東京） （栃木） （東京） （東京） （神奈川） （東京） （東京） （山口） 吉岡ＳＣ （大阪）  
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男子団体
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（９）全日本クラブ卓球選手権大会
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男子シングルス

女子シングルス

女子団体
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黄 若 東（飯田卓球ｾﾝﾀｰ）

詹　  莉（飯田卓球ｾﾝﾀｰ）

女子団体 男子団体５部

女子団体５部

鄭 慧 萍（飯田卓球ｾﾝﾀｰ）

〃



一般１部 一般２部 50代の部 60代の部 小・中学生の部 一般１部 一般２部 50代の部 60代の部 小・中学生の部

第24回 広島県 FAMILY 日産自動車追浜 清友クラブ 西東京クラブ 東海ｼﾞｭﾆｱ卓球ｸﾗﾌﾞ ＭＤ相模 ＴＲＹ 紫クラブ 大阪卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 曹クラブ ヨシダTTS （広島）

（H17年） 広島市 （神奈川） （神奈川） （大阪） （東京） （茨城） （神奈川） （大阪） （京都） （大阪） （兵庫） 広島卓球 （広島）

第25回 青森県 FAMILY 卓心会A 卓精会 代々木クラブA 富久山卓球クラブ Ｈ．Ｐ．Ｃ みちのくクラブ 甲子園クラブ 周南クラブ 富久山卓球クラブ 青嵐クラブ （神奈川）

（18年） 青森市 （神奈川） （栃木） （東京） （東京） （福島） （大阪） （青森） （兵庫） （山口） （福島） Ｈ．Ｐ．Ｃ （大阪）

第26回 岡山県 秋田卓球会館 美鷹クラブ さくら卓研 サザンクロス スイトピア ニッタク＆チームワッキー チャイム みらくる 西宮卓友会 First Step JFEクラブ （千葉）

（19年） 岡山市 （秋田） （東京） （徳島） （東京） （京都） （東京） （神奈川） （大阪） （兵庫） （高知） 市原クラブ （千葉）

第27回 兵庫県 FAMILY 卓精会 清友クラブ 西東京クラブ First Step Ｈ．Ｐ．Ｃ SAKURA 千代田クラブ T・くまがや 徳地卓球ｽﾎﾟ少

（20年） 神戸市 （神奈川） （東京） （大阪） （東京） （高知） （大阪） （大阪） （東京） （埼玉） （山口）

第28回 群馬県 日産横浜クラブ 福卓会 目黒不動クラブ サザンクロス フェニックス卓球クラブ ニッタク＆チームワッキー 九十九 千代田クラブ ウェルネス 徳地卓球ｽﾎﾟ少

（21年） 前橋市 （神奈川） （福島） （東京） （東京） （福井） （東京） （東京） （東京） （東京） （山口）

第29回 青森県 卓楓会 ＭＤ相模 卓精会 西東京クラブ フェニックス卓球クラブ ロイヤルクラブ チャイム ＣＯＬＯＲ ウェルネス 徳地卓球ｽﾎﾟ少

（22年） 青森市 （東京） （神奈川） （東京） （東京） （福井） （滋賀） （神奈川） （神奈川） （東京） （山口）

第30回 埼玉県 TTC浦和土合B 弘前卓球協会 日産追浜 サザンクロス 鳥屋クラブジュニア ロイヤルクラブ ＭＤ相模 ＣＯＬＯＲ つばさクラブ 浜寺ｱｽﾘｰﾄ倶楽部

（23年） 熊谷市 （埼玉） （青森） （神奈川） （東京） （石川） （滋賀） （神奈川） （神奈川） （東京） （大阪）

第31回 岡山県 ＫＴＹ長崎 卓精会 日産追浜 友卓会 スイトピア ロイヤルクラブ とりやクラブ 千代田クラブＡ つばさクラブ ミナミラボ
（24年） 岡山市 （長崎） （東京） （神奈川） （東京） (京都) （滋賀） （石川） （東京） （東京） （福井）

第32回 福島県 ＫＴＹ長崎 ＭＤ相模Ａ 日産追浜 清友クラブ アカシア ＨＩＢＩＫＩ 木更津クラブ ＣＯＬＯＲ 武蔵野クラブ ミナミラボ
（25年） 福島市 （長崎） （神奈川） （神奈川） （大阪） （福岡） （大阪） （千葉） （神奈川） （東京） （福井）

第33回 北海道 Ｔ.Ｏ.Ｍ 久御山明伸館 福卓会 清友クラブ 羽佳卓球倶楽部 ＭＩＬＦＬＵＲ 美鷹クラブENJOY ＣＯＬＯＲ あすか ミナミラボ
（26年） 札幌市 （東京） （京都） （福島） （大阪） （東京） （東京） （東京） （神奈川） （兵庫） （福井）

第34回 神奈川県 T.O.M&卓球三昧(A) 綾部紫遊クラブ 東京KINGKONG 清友クラブ フェニックス卓球クラブ ＭＩＬＦＬＵＲ ＭＤ相模 ＣＯＬＯＲ 千代田クラブ フェニックス卓球クラブＡ

（27年） 相模原市 （東京） （京都） （東京） （大阪） （福井） （東京） （神奈川） （神奈川） （東京） （福井）

第35回 大阪府 TTC浦和土合B GROUND ZERO 東京KINGKONG 清友クラブ フェニックス卓球クラブＡ ＭＩＬＦＬＵＲ 失格 ＣＯＬＯＲ 千代田クラブ フェニックス卓球クラブＡ

（28年） 大阪市 （埼玉） （東京） （東京） （大阪） （福井） （東京） （神奈川） （東京） （福井）

第36回 広島県 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽA 久御山明伸館 東京KINGKONG 友卓会 ねや卓球クラブ MACHIDA BETS ＭＤ相模 健幸クラブ 千代田クラブ 卓桜会栃木卓球センター

（29年） 広島市 （神奈川） （京都） （東京） （東京） （岡山） （東京） （神奈川） （東京） （東京） （栃木）

第37回 三重県 青嵐クラブ ＴＴＣ浦和・土合 東京ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ 日産追浜 Ｔ.Ｃマルカワ ＭＡＣＨＩＤＡ ＢＥＡＴＳ Ｓａｎｉｔｙ Ｂ 健幸クラブ 大田クラブ 卓桜会栃木卓球センターＡ

（30年） 津市 （東京） （埼玉） （東京） (神奈川) (岡山) （東京） （新潟） （東京） （東京） （栃木）

第38回 福島県 リトルキングス Ａ 丸善クラブ 東京ＫＩＮＧ ＫＯＮＧ 日産追浜 偉関ＴＴＬ 九十九 長吉卓球センター 健幸クラブ 千代田クラブ Ｔ.Ｃマルカワ Ａ

（2019年） 郡山市 （神奈川） （東京） （東京） (神奈川) （東京） （東京） （大阪） （東京） （東京） (岡山)

一般の部 30歳以上の部 50歳以上の部 65歳以上の部 小・中学生の部 一般の部 30歳以上の部 50歳以上の部 65歳以上の部 小・中学生の部

第39回 茨城県
（2020年） 水戸市

第40回 滋賀県
（2021年） 草津市

中止 中止

-

※2020年度より種目名称変更

年度 開催地
男子団体 女子団体

-

-

-

-

-

女子団体 男子　世代交流の部

女子　世代交流の部

-

-

※平成17年度より種目名称変更、世代交流の部新設
※平成28年度より世代交流の部廃止

年度 開催地
男子団体


