
※本システムに設定された「地区・支部」を記載しています。（地区・支部制を取っていない場合、カテゴリー名等を記載しています）

団体名
札幌卓球連盟 函館卓球協会 旭川卓球協会 釧路卓球協会 十勝卓球協会
千歳卓球協会 苫小牧卓球連盟 江別卓球連盟 室蘭卓球協会 名寄卓球連盟
根室管内卓球連盟 後志卓球連盟 滝川卓球連盟 北見卓球協会 岩見沢卓球連盟
留萌卓球協会 日高卓球連盟 稚内卓球協会 紋別卓球協会 小樽卓球連盟
深川卓球連盟 網走卓球連盟 富良野卓球連盟 斜里卓球協会
青森市卓球協会 弘前卓球協会 八戸市卓球協会 五所川原市卓球協会 十和田市卓球協会
黒石市卓球協会 むつ市卓球協会 三沢市卓球協会 板柳町卓球協会 大鰐町卓球協会
中泊町卓球協会 平内町卓球協会 上北郡卓球協会 深浦町卓球協会 つがる市卓球協会
鶴田町卓球協会 高体連卓球部 中体連卓球部 外ヶ浜町卓球協会 平川市卓球協会
佐井村卓球協会 藤崎卓球協会 青森県ラージボール卓球協会 田舎館村卓球協会 青森県レディース卓球協会

三戸郡卓球協会 青森県学生卓球連盟 青森県教職員卓球連盟 鰺ヶ沢町卓球協会

一般社団法人
岩手県卓球協会

一般社団法人岩手県卓球協会 岩手県高体連卓球専門部

宮城県卓球協会　 宮城県卓球協会事務局 宮城県高体連卓球専門部 宮城県中体連卓球専門部

秋田県卓球協会　 秋田県卓球協会　
山形県卓球協会　役員 鶴岡地区卓球協会 米沢地区卓球協会 酒田卓球協会 新庄地区卓球協会
西村山地区卓球協会 北村山卓球協会 置賜地区卓球協会 山形地区卓球協会
福島県卓球協会　会津支部(会津卓球協会） 福島県卓球協会　いわき支部 福島県卓球協会　県中支部 福島県卓球協会　県南支部 福島県卓球協会　県北支部

福島県卓球協会　相双支部 福島県卓球協会　共通支部 高体連01　会津支部 高体連02　いわき支部 高体連03　県中支部

高体連04　県南支部 高体連05　県北支部 高体連06　相双支部 中体連01　会津支部 中体連02　いわき支部

中体連03　県中支部 中体連04　県南支部 中体連05　県北支部 中体連06　相双支部

一般社団法人
茨城県卓球連盟

一般 高体連 中体連 クラブ中学生小学生以下

宇都宮支部 ホープス 日学連 高体連 ラージボール
中体連 足利支部 栃木支部 小山支部 真岡支部
鹿沼支部 日光支部 大田原支部 佐野支部 那須塩原支部
矢板支部 下野支部 さくら支部 高根沢支部 野木支部
茂木支部 南那須支部
桐生市卓球協会 前橋市卓球協会 高崎市卓球協会 みどり市卓球協会 伊勢崎市卓球協会
太田市卓球協会 利根沼田卓球協会 館林市卓球協会 渋川市卓球協会 藤岡市卓球協会
富岡市卓球協会 吾妻郡卓球協会  邑楽郡卓球協会 群馬県高体連卓球専門部 群馬県中体連卓球専門部北毛地区

群馬県中体連卓球専門部東毛地区 群馬県中体連卓球専門部中毛地区 群馬県中体連卓球専門部西毛地区

埼玉県卓球協会　 埼卓　一般 埼卓　高体連 埼卓　中体連
クラブ・実業団 日学連 高体連（第１地区） 高体連（第２地区） 高体連（第３地区）
高体連（第４地区） 高体連（第５地区） 高体連（第６地区） 高体連（第７地区） 高体連（第８地区）
高体連（第９地区） 高体連（第１０地区） 高体連（第１１地区） 高体連（第１２地区） 中体連（千葉支部）
中体連（市原支部） 中体連（習志野支部） 中体連（八千代支部） 中体連（船橋支部） 中体連（市川浦安支部）

中体連（松戸支部） 中体連（柏支部） 中体連（葛北支部） 中体連（葛南支部） 中体連（印旛支部）
中体連（香取支部） 中体連（東総支部） 中体連（山武支部） 中体連（長生支部） 中体連（夷隅支部）
中体連（安房支部） 中体連（木更津袖ケ浦支部） 中体連（君津支部） その他（千葉県卓球連盟役員）

中央区卓球連盟 東京都高体連男子卓球専門部 東京都高体連女子卓球専門部 東京都中学校体育連盟卓球専門部 足立区卓球連盟
板橋区卓球連盟 品川区卓球連盟 新宿区卓球連盟 世田谷区卓球連盟 千代田区卓球連盟
文京区卓球連盟 小金井市卓球連盟 狛江市卓球連盟 調布市卓球連盟 東大和市卓球連盟
府中市卓球連盟 三鷹市卓球連盟 武蔵村山市卓球連盟 荒川区卓球連盟 江戸川区卓球連盟
大田区卓球連盟 葛飾区卓球連盟 北区卓球連盟 江東区卓球連盟 渋谷区卓球連盟
杉並区卓球連盟 墨田区卓球連盟 台東区卓球連盟 豊島区卓球連盟 中野区卓球連盟
練馬区卓球連盟 港区卓球連盟 目黒区卓球連盟 昭島市卓球協会 あきる野市卓球連盟

稲城市卓球連盟 青梅市卓球連盟 清瀬市卓球連盟 国立市卓球連盟 国分寺市卓球連盟
小平市卓球連盟 立川市卓球連盟 多摩市卓球連盟 西東京市卓球連盟 八王子市卓球連盟
羽村市卓球連盟 東久留米市卓球連盟 東村山市卓球連盟 日野市卓球連盟 福生市卓球連盟
町田市卓球連盟 武蔵野市卓球連盟 関東学生卓球連盟 67 中学生以下 日の出町卓球連盟
瑞穂町卓球連盟
横浜市卓球協会 川崎卓球協会 相模原市卓球協会 横須賀卓球協会 平塚卓球協会
小田原卓球協会 逗子卓球協会 鎌倉市卓球協会 藤沢市卓球協会 茅ケ崎卓球協会
伊勢原市卓球協会 厚木市卓球協会 大和市卓球協会 秦野市卓球協会 中郡卓球協会
三浦市卓球協会 寒川町卓球協会 綾瀬市卓球協会 座間市卓球協会 海老名市卓球協会

一般社団法人
群馬県卓球協会

一般社団法人
千葉県卓球連盟

一般社団法人
東京都卓球連盟

一般社団法人
神奈川県卓球協会

栃木県卓球連盟　

地区・支部設定団体名

北海道卓球連盟

青森県卓球連盟　

山形県卓球協会　

一般社団法人
福島県卓球協会

1／3



※本システムに設定された「地区・支部」を記載しています。（地区・支部制を取っていない場合、カテゴリー名等を記載しています）

団体名 地区・支部設定団体名

一般社団法人
山梨県卓球協会

高体連 中体連 日学連 一般

新発田支部 佐渡支部 新潟一般・ジュニア・大学・実業団支部 新潟中学支部 新潟高校支部
三条支部 長岡支部 魚沼支部 十日町支部 柏崎支部
上越支部 妙高支部
長野市卓球協会 松本卓球連盟 上小卓球協会 岡谷卓球連盟 飯伊卓球連盟
諏訪市卓球協会 須坂市卓球協会 小諸市体育協会卓球部 上伊那卓球連盟 高社卓球連盟
大北卓球連盟 茅野市卓球協会 塩尻卓球連盟 佐久市卓球協会 木曽郡体育協会卓球部

安曇野卓球連盟 千曲坂城卓球連盟 高等学校体育連盟卓球専門部 長野県教職員卓球連盟 中学校体育連盟卓球専門部

学生卓球連盟 南佐久郡卓球連盟 東御市卓球連盟
南砺市卓球協会 砺波市卓球協会 小矢部市卓球協会 高岡市卓球連盟 氷見市卓球協会
射水市卓球協会 富山市卓球協会 滑川市卓球協会 黒部市卓球協会 魚津市卓球協会
入善町卓球協会 富山県高体連 富山県中体連
一般 小学生以下 実業団 レディース ラージボール
中体連 高体連 日学連 高等専門学校
福井市卓球協会 越前市卓球協会 鯖江市卓球協会 大野市卓球協会 勝山市卓球協会
敦賀市卓球協会 小浜市卓球協会 坂井市卓球協会 あわら市卓球協会 南越前町卓球協会
越前町卓球協会 福井県高体連卓球専門部 福井県中体連卓球専門部 福井県大学卓球連盟 若狭町卓球協会
福井県教職員卓球連盟 美浜町卓球協会 福井県レディース卓球連盟 福井県小学生卓球連盟 福井県ラージボール卓球協会

福井県障がい者卓球協会

御殿場市卓球連盟 熱海卓球協会 伊東市卓球連盟 小山町卓球連盟 賀茂卓球連盟
三島卓球協会 伊豆の国市卓球連盟 沼津卓球協会 富士市卓球協会 富士宮卓球連盟
静岡市卓球協会 島田卓球協会 掛川卓球協会 袋井卓球協会 磐田卓球協会
浜松卓球協会 湖西卓球協会 高体連東部支部 高体連中部支部 高体連西部支部
静岡県卓球協会支部

01豊田支部 03小牧支部 04豊川支部 06安城支部 07尾張旭支部
08一宮市卓球協会 09西尾市卓球協会 10東海支部 11蒲郡支部 13豊明支部
14常滑支部 15刈谷支部 17豊橋支部 18岡崎支部 19犬山支部
20瀬戸支部 21春日井支部 00小中委員会 31尾張支部 32名北支部
33名南支部 34知多支部 35西三河支部 36東三河支部 50名古屋市卓球協会
55名古屋市卓球協会（個人用） 80愛知県チーム登録 90東海学生卓球連盟 99愛知県個人登録
桑名卓球協会 四日市市卓球協会 鈴鹿市卓球協会 津卓球協会 松阪市卓球協会
伊勢地区卓球協会 尾鷲市卓球協会 熊野卓球協会 亀山市卓球協会 名張市卓球協会
伊賀市卓球協会 南牟婁卓球協会 志摩市卓球協会 高体連 中体連
岐阜地区卓球協会 西濃地区卓球協会 中濃地区卓球協会 可茂地区卓球協会 東濃地区卓球協会
飛騨地区卓球連盟

一般社団法人
滋賀県卓球協会

一般社団法人滋賀県卓球協会

京都卓球協会　 京都卓球協会 京都卓球協会 中体連 京都卓球協会 高体連

一般 個人 中体連 高体連男子 高体連女子
関西学生卓球連盟 中学生以下（クラブ） 日本リーグ 教職員
兵庫県伊丹支部 兵庫県川西支部 兵庫県宝塚支部 兵庫県西宮支部 兵庫県神戸支部
兵庫県丹有支部 兵庫県東播磨支部 兵庫県西播磨支部 兵庫県淡路支部 兵庫県但馬支部
関西学連兵庫支部 兵庫県尼崎支部 兵庫県高体連阪神支部 兵庫県高体連神戸支部 兵庫県高体連東播支部

兵庫県高体連西播支部 兵庫県高体連丹有支部 兵庫県高体連但馬支部 兵庫県高体連淡路支部 兵庫県中体連神戸支部

兵庫県中体連阪神支部 兵庫県中体連東播支部 兵庫県中体連中播支部 兵庫県中体連西播支部 兵庫県芦屋支部
兵庫県中体連丹有支部 兵庫県中体連但馬支部 兵庫県中体連淡路支部 兵庫県教職員支部

一般社団法人
奈良県卓球協会

一般・日学連・小学・日本リーグ 高体連 中体連

一般社団法人
和歌山県卓球協会

和歌山県卓球協会

一般社団法人
鳥取県卓球連盟

一般社団法人　鳥取県卓球連盟　一般 一般社団法人　鳥取県卓球連盟　日学連 一般社団法人　鳥取県卓球連盟　高体連 一般社団法人　鳥取県卓球連盟　中体連 一般社団法人　鳥取県卓球連盟　ホープス

一般社団法人
島根県卓球協会

島根県 一般 島根県　中専門部 島根県　高体連 島根県　ホープス

岡山県卓球協会　 県卓一般 県卓高体連

一般社団法人
岐阜県卓球協会

NPO法人
大阪卓球協会

兵庫県卓球協会　

三重県卓球協会　

一般社団法人
新潟県卓球連盟

長野県卓球連盟　

富山県卓球協会　

一般社団法人
石川県卓球連盟

福井県卓球協会　

静岡県卓球協会　

愛知県卓球協会　
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団体名 地区・支部設定団体名
広島市卓球協会 東広島市卓球協会 呉卓球協会 廿日市市卓球協会 福山市卓球協会
三原市卓球協会 安芸高田市卓球協会 大竹市卓球協会 庄原市卓球協会 三次市卓球協会
尾道市卓球協会 尾道市因島卓球連盟 江田島市卓球協会 竹原市卓球協会 高体連
日学連 日本リーグ 府中市卓球協会
岩国卓球協会 山口県高体連卓球専門部 光市卓球協会 山陽小野田市卓球協会 下関市卓球協会
美祢市卓球協会 日学連 柳井市卓球協会 長門市卓球協会 山口市卓球協会
山口県中体連卓球専門部 萩市卓球協会 日本リ－グ 宇部市卓球協会 下松市卓球協会
周南市卓球協会 防府市卓球協会 大島郡卓球協会
香川県卓球協会一般部会 香川県卓球協会レディース部会 香川県卓球協会小学生部会 香川県卓球協会ラージボール部会 香川県卓球協会高校生部会

香川県卓球協会中学生部会

中学校 高体連 ラージボール レディース 小学生以下
一般 日学連
松山支部 今治支部 八幡浜支部 大洲支部 宇和島支部
新居浜支部 四国中央支部 西条支部 県卓球協会

一般社団法人
高知県卓球協会

高知県 高知県（高校） 高知県（中学）

福岡県卓球協会　 福岡市卓球協会 北九州市卓球協会 久留米市卓球協会 筑豊卓球協会 大牟田市卓球協会
佐賀県卓球協会　 佐賀県卓球協会
長崎県卓球連盟　 長崎県卓連
熊本県卓球協会　 熊本県卓球協会
大分県卓球連盟　 一般 日学連 高体連 中学生
宮崎県卓球協会　 宮崎県
鹿児島県卓球連盟　 鹿児島県卓球連盟
沖縄県卓球協会　 沖縄県卓

（2023/04/03）

一般社団法人
徳島県卓球協会

一般社団法人
愛媛県卓球協会

一般社団法人
広島県卓球協会

山口県卓球協会　

一般社団法人
香川県卓球協会
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