
9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00

8:30 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 14:00

9:00 ～ 15:00

年/月 日(曜) 予備日

7(火) 中止

14(火) 中止

25(土) 中止

12(火) 5/13

20(水) 5/27

21(木) 5/22

23(土) -

28(木) 6/4

11(木) 6/12

17(水) 6/24

7(火) 7/14

15(水) 未定

5(土) 9/12

10(木) 9/11

25(金) 9/30

３(土) 10/10

 15(木) 10/16

20(火) 10/21

4(水) 12/2

6(金) 11/13

12(木) 11/19

17(火) 第4回 ㈱創研杯　オープン大会(主催:㈱創研） 11/18

  25(水） 12/2

12  11(金) 12/18

3/1 30(土) -

5(金) 無し

13(土) -

16(火) 3/17

27(土) -

（注記） ①、 第７４回東京都ＴＢＧ協会オープン大会（昭和記念公園）は第１８回全日本
選手権大会、第７４回全国レクリエーション大会及び第６回東日本交流大会
の予選会を兼ねます。派遣対象者は公認指導者のみです。

　  ②、交流大会は、公認指導者ＨＣ取得者によるＨＣ戦、公認指導者ＨＣ未取得者
及び都協会登録一般会員並びに地区協会会員によるグロス戦となります。

③、 ２０２０年（令和２年）４月２１日（火）の予備日※印は、定例競技会の
荒天中止時の予備日です。令和元年度定期総会は、荒天の場合でも、計画
どうり午後１時３０分に開催致します。

11 第75回 都協会オープン大会(主管:日野、昭島)

都協会代表者会議・新年会('20事業計画)(都協会)

第76回 都協会オープン大会(東久留米・小平・東村山)

公認指導者認定講習会(東京都競技委員会)

第7回 戸吹ｵｰﾌﾟﾝ大会(ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ戸吹杯)

都協会臨時総会(都協会)

第134回 八王子市ＴＢＧ協会定例競技会

第8回 市民交流大会(八王子市レクリエーション協会杯)

公認指導者認定講習会(東京都競技委員会)

2020年度 八王子市TBG協会秋季オープン大会

第32回 都民スポレクふれあい大会(主管:多摩、町田)

第136回 都協会公認指導者大会(主管:江戸川)

第10回上柚木オープン大会(学園都市文化ふれあい財団)

第138回 都協会公認指導者大会(主管:国分寺)

第4回 女子オープン大会(都競技委員会)

10

令和元年度総会/第133回定例競技会

第20回 都協会公指･交流大会(主管：江戸川)

第132回 都協会公認指導者大会(主管：八王子)

武蔵野プレイス

2/４

5

2020年度 八王子市TBG協会　夏季オープン大会

9

武蔵野・第２しろがね公園

八王子市ＴＢＧ協会 令和２年度事業計画

練馬・練馬総合運動場

7

恩方市民センター/小田野中央公園

6

活　動　日　

3

江戸川・小松川運動公園

旧・稲荷山小学校グランド

武蔵野プレイス

江戸川･小松川運動公園

府中郷土の森公園

小平･萩山グランド

第73回 都協会オープン大会(主管：練馬､協力:八王子)

第74回 都協会オープン大会(主管：立川､日野､昭島)

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

木曽山崎運動公園

上柚木公園陸上競技場

立川･国営昭和記念公園

都立･武蔵国分寺公園

明治安田生命ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ

実　施　曜　日 時　　　　間 場　　　　所

毎週　月・火曜日

事　　業　　内　　容

小 田 野 中 央 公 園

毎週　水　曜　日

上柚木公園多目的広場

戸吹スポーツ公園原っぱ広場毎週金曜日、全体練習

毎週　木　曜　日

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

第33回 八王子市民ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾚｰｼｮﾝＴＢＧ大会

東京都ＴＢＧ協会総会(東京都協会)

第133回 都協会公認指導者大会(主管：小平）

第134回 都協会公認指導者大会(主管：国分寺）

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

立川･国営昭和記念公園

上柚木公園陸上競技場

第135回 都協会公認指導者大会(主管：府中  )

第137回 都協会公認指導者大会(主管:八王子)

第21回 都協会公指･交流大会(主管：町田・多摩 )

都立小金井公園

武蔵野プレイス

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

日野多摩川グランド

木曽山崎運動公園

都立･武蔵国分寺公園

毎週　火　曜　日

小 田 野 中 央 公 園

開　催　会　場

練馬・練馬総合運動場

2020.04.01.版

西片倉つどいの森公園

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場

戸吹ｽﾎﾟｰﾂ公園原っぱ広場



その他の行事

区分

◎２０２１年４月１３日（火）２０２０年度総会、４月度定例競技会を開催の予定

　（総会：恩方市民センター、競技会：小田野中央公園）　

東部地区協会 未定

全
国
・
ブ
ロ
ッ
ク
大
会

第18回全日本ＴＢＧ選手権大会
茨城県鉾田市

鉾田総合運動公園
茨城県TBG連合会

10月17日(土)練習日
大会本戦日:18日(日)

東
京
都
協
会
関
係
等
普
及
事
業

11月28日(土)
予備日:29日(日)

都障害者総合
スポーツセンター

東京都TBG協会第１９回はばたき競技大会

東京みんなのスポーツ塾 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 東京都TBG協会 10月24日(土)

シニアスポーツ振興事業
（東部地区協会員対象）

ＴＢＧ競技無し-兵庫県

第6回 東日本ＴＢＧ交流大会

岐阜県各務原市

第74回全国レクレーション大会

第33回ねんりんピック大会

行　　　　事　　　　名

小田野中央公園
ワークショップ体験会

10月6日(火)､7日(水)東京都TBG協会

開　　催　　日

東京都練馬区
練馬総合運動場

各務原市

体
験
会

初心者ＴＢＧ無料体験会

南大沢中郷公園 八王子市TBG協会

開催日・別途

八王子市学園都市
文化ふれあい財団
八王子市ＴＢＧ協会

上柚木公園郷戸
地区多目的広場

第１１回上柚木公園
ＴＢＧ初心者教室(無料)

第22回フラワーフェスティバル
由木祭「ＴＢＧ家族無料体験会」

未定

東部地区協会
活動会場

10月31日～11月3日

味の素フィールド
及び周辺室

会場又は発注先 担当又は協会

教
室

中止

中止

片倉
つどいの森公園

八王子市TBG協会

スポーツ祭２０２０
（※調布市民スポーツ祭り）

東京都TBG協会
（調布市）

9月20日(日)小田野中央公園
八王子市TBG協会

小田野支部


