
●主催
関東学生卓球連盟

●後援
港区教育委員会、（一財）港区体育協会、

（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団、港区卓球連盟、
所沢市教育委員会、所沢市卓球連盟
新座市教育委員会、新座市卓球連盟、
関東学生ＯＢ・ＯＧ卓球連盟、報知新聞社

●協力
日本卓球（株）、（株）タマス、

（株）LaboLive、（株）卓球王国

［お問い合わせ］
TEL : 03-3496-9600 ／ FAX : 03-3496-9668
E-mail : japan_kanto_sttf@yahoo.co.jp ／ HP : http://kanto-sttf.jp

●1・2部 開会式 5.10（金） 1 0 : 00〜　所沢市民体育館
●1部 閉会式 5.17（金） 1 5 : 00〜　港区スポーツセンター
●2部 閉会式 5.12（日） 1 9 : 00〜　所沢市民体育館

5.10（金）〜12（日）　所沢市民体育館
5.16（木）・ 17（金）　港区スポーツセンター1 部

5.10（金）〜12（日）　所沢市民体育館2 部

※「編成外」は、リーグ戦
登録を行なっていない
チーム（学連登録のみ行
なっているチーム）

※3部以下の試合会場、時間に関しては、関東学連のホームページhttp://kanto-sttf.jpをご覧下さい。

※「編成外」は、リーグ戦
登録を行なっていない
チーム（学連登録のみ行
なっているチーム）

	  1 2 3 4 5 6 7 8
1部	 	 早稲田大	 中央大	 専修大	 青山学院大	 大正大	 日本大	 日本体育大	 東京富士大
2部	 	 國學院大	 淑徳大	 筑波大	 東洋大	 東京経済大	 東京女体大
3部	 Ａ	 立教大	 和洋女子大	 東海大	 帝京大	 千葉大	 成蹊大
	 Ｂ	 文教大	 慶應義塾大	 日本女体大	 獨協大	 明治大	 東京理科大
4部	 Ａ	 埼玉大	 上智大	 北里大	 都留文科大	 東京大	 一橋大
	 Ｂ	 東京家政大	 順天堂大	 茨城大	 首都大東京	 東京都市大	
	 Ｃ	 明治学院大	 創価大	 武蔵大	 群馬大	 宇都宮大	 東京海洋大
	 Ｄ	 千葉商科大	 高崎経済大	 学習院大	 千葉工業大	 東京学芸大	 横浜国立大
5部	 Ａ	 東邦大	 玉川大	 津田塾大	 お茶の水女大
	 Ｂ	 立正大	 大東文化大	 横浜市立大	 明星大	
	 Ｃ	 成城大	 東京薬科大	 東京外語大	 東京工業大	 武蔵野美大	 	
	 Ｄ	 山梨大	 関東学院大	 明治薬科大	 東京農業大	 芝浦工業大	 	
編成外	 東京農工大	 神奈川大	 東京電機大	 法政大	 山梨学院大

	  1 2 3 4 5 6 7 8
1部	 	 明治大	 専修大	 早稲田大	 日本大	 中央大	 駒澤大	 筑波大	 法政大
2部	 	 埼玉工業大	 日本体育大	 大正大	 慶應義塾大	 國學院大	 東京経済大	 	
3部	 Ａ	 東海大	 獨協大	 群馬大	 埼玉大	 関東学院大	 立教大	
	 Ｂ	 東洋大	 千葉商科大	 神奈川大	 上智大	 東京理科大	 東京大
4部	 Ａ	 茨城大	 東京電機大	 武蔵大	 成城大	 千葉工業大	 千葉大	 	
	 Ｂ	 大東文化大	 横浜国立大	 東京工業大	 流通経済大	 明星大	 東京農業大	
	 Ｃ	 帝京大	 立正大	 成蹊大	 	 高崎経済大	 山梨学院大
	 Ｄ	 学習院大	 玉川大	 一橋大	 青山学院大	 文教大	 明治学院大	 	
5部	 Ａ	 城西大	 東京薬科大	 和光大	 山梨大	 東京都市大	 東京海洋大
	 Ｂ	 淑徳大	 神奈川工大	 東京農工大	 東京外語大	 横浜市立大	 国際医福大
	 Ｃ	 首都大東京	 芝浦工業大	 都留文科大	 創価大	 工学院大	 順天堂大	
	 Ｄ	 北里大	 宇都宮大	 東京医歯大	 東京学芸大	 帝京科学大	 日本工業大
6部	 Ａ	 東京工科大	 東邦大	 防衛大学校	 	
	 Ｂ	 拓殖大	 浦和大	 武蔵野美大	 	 	 	
	 Ｃ	 電気通信大	 明治薬科大	 武蔵野大	 	 	 	 	
編成外	 東京国際大	 	 	 	 	 	

Women
's

5.10 （金） 　【所沢市民体育館】

11 :30〜 早稲田大×東京富士大
中央大×日本体育大
専修大×日本大
青山学院大×大正大

明治大×法政大
専修大×筑波大
早稲田大×駒澤大
日本大×中央大

16 :00〜 早稲田大×日本体育大
中央大×東京富士大
専修大×大正大
青山学院大×日本大

明治大×筑波大
専修大×法政大
早稲田大×中央大
日本大×駒澤大

5.12 （日） 　【所沢市民体育館】

10 :30〜 早稲田大×大正大
中央大×日本大
専修大×日本体育大
青山学院大×東京富士大

明治大×中央大
専修大×駒澤大
早稲田大×筑波大
日本大×法政大

15 :00〜 早稲田大×青山学院大
中央大×専修大
大正大×東京富士大
日本大×日本体育大

明治大×日本大
専修大×早稲田大
中央大×法政大
駒澤大×筑波大

5.11 （土） 　【所沢市民体育館】

11 :00〜 早稲田大×日本大
中央大×大正大
専修大×東京富士大
青山学院大×日本体育大

明治大×駒澤大
専修大×中央大
早稲田大×法政大
日本大×筑波大

5.16 （木） 　【港区スポーツセンター】

11 :30〜 早稲田大×専修大
中央大×青山学院大
大正大×日本体育大
日本大×東京富士大

明治大×早稲田大
専修大×日本大
中央大×筑波大
駒澤大×法政大

5.17 （金） 　【港区スポーツセンター】

11 :00〜 早稲田大×中央大
専修大×青山学院大
大正大×日本大
日本体育大×東京富士大

明治大×専修大
早稲田大×日本大
中央大×駒澤大
筑波大×法政大

男子　Men's 女子　Women's1部

5.10 （金） 　【所沢市民体育館】

11 :30〜 國學院大×東京女体大
淑徳大×東洋大
筑波大×東京経済大

埼玉工業大×東京経済大
日本体育大×慶應義塾大
大正大×國學院大

16 :00〜 國學院大×東京経済大
淑徳大×筑波大
東洋大×東京女体大

埼玉工業大×國學院大
日本体育大×大正大
慶應義塾大×東京経済大

5.12 （日） 　【所沢市民体育館】

10 :30〜 國學院大×筑波大
淑徳大×東京女体大
東洋大×東京経済大

埼玉工業大×大正大
日本体育大×東京経済大
慶應義塾大×國學院大

15 :00〜 國學院大×淑徳大
筑波大×東洋大
東京経済大×東京女体大

埼玉工業大×日本体育大
大正大×慶應義塾大
國學院大×東京経済大

5.11 （土） 　【所沢市民体育館】

11 :00〜 國學院大×東洋大
淑徳大×東京経済大
筑波大×東京女体大

埼玉工業大×慶應義塾大
日本体育大×國學院大
大正大×東京経済大

男子　Men's 女子　Women's2部

男子・編成表

女子・編成表

今年の春リーグは一
番チャンスがある。

主将の意地
ガチで見せます！

「

」
早稲田大 4 年・硴塚将人

関東学生卓球リーグ戦
期日 4.27（土） > 6.22（土）

ファスターク G-1

モリスト SP
アコースティック
カーボン

プラ 3 スター
プレミアム

平成 29・30 年度

全日本選手権

（一般・ジュニアの部）

大会使用球

全日本選手権

2年連続三冠制覇 !!

伊藤美誠選手（スターツ）

を支える

ニッタクのギア !!!

2019年

春季
入場料 無料

Photographs by Kazuyuki Takahashi

中央大 2 年・梅村優香

」
2位は十分。
絶対優勝します！

もう

去年はリーグ戦もイ
ンカレも全部2位。「


