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男子一般団体戦 リーグ戦結果
【男子１部】

Ａ１位 ＴＥＡＭ ＳＡＴＯ

Ｂ１位 立松卓球スク－ル

【男子２部】

Ａ１位 キャベツ太郎

Ｂ１位 フェニックスつばめ隊

【男子３部】

Ａ１位 フェニックスはやぶさ隊

Ｂ１位 ファイティング上野（Ｂ）

男子年代別団体戦 リーグ戦結果
【男子30才以上】

Ａ１位 ＳＰＡＲＫ

Ｂ１位 Ｓ５５

【男子40才以上】

１位 國士無双

【男子50才以上】

１位 小浜クラブ

２位 神卓クラブ

【男子60才以上】

Ａ１位 神卓クラブ

２位 川西クラブ

網掛けの扱いが不十分となりま

した。卓宝会にもエントリー権

を与えました。

女子一般団体戦 リーグ戦結果
【女子１部】５人

１位 あみん星

２位 ＴＴＣムラタ

【女子２部】５人

１位 いちご

２位 山の手

【女子３部】５人

１位 小浜クラブ jr（Ａ）



女子年代別団体戦 リーグ戦結果
【女子40才以上】

１位 ネクスト

【女子50才以上】

１位 ぺこちゃん

【女子60才以上】

１位 栄球会

【女子70才以上】

１位 ダイナモ

男子個人戦ブロック優勝 記録
【男子１部】３８人

Ａ１位 緒方・ＴＥＡＭＳＡＴＯ

Ｂ１位 宮本・武陽卓球会

Ｃ１位 林 ・ＭＥＶＩＵＳＵ

Ｄ１位 江戸・立松卓球スク－ル

Ｅ１位 足立・立松卓球スク－ル

Ｆ１位 山中・ＭＥＶＩＵＳ

Ｇ１位 常塚・らく卓

Ｈ１位 武川・武陽卓球会

Ｉ１位 沼田・中堅の☆

Ｊ１位 立松・立松卓球スク－ル

【男子２部】１４人

Ａ１位 坂井・キャベツ太郎

Ｂ１位 渡辺・キャベツ太郎

Ｃ１位 豊泉・キャベツ太郎

Ｄ１位 近藤・GENYAクラブ

【男子３部】２３人

Ａ１位 水谷・GENYAクラブ
Ｂ１位 金子・IKSKクラブ
Ｃ１位 井ノ口・ぬのびきクラブ

Ｄ１位 荒木・ネクサス

Ｅ１位 坂田・小浜クラブ jr
Ｆ１位 岡室・小浜クラブ jr

【男子４部】１３人

Ａ１位 紙本・明友卓球クラブ

Ｂ１位 中山・明友卓球クラブ

Ｄ１位 神戸・明和スマイル

【男子３０Ｌ】８人

Ａ１位 王 ・ＳＰＡＲＫ

Ｂ１位 柏木・Ｓ５５

【男子３０Ｈ】６人

１位 前田・ＳＰＡＲＫ

【男子４０Ｌ】６人

１位 荻野・和久湧久工房

２位 前田・ＳＰＡＲＫ

【男子４０Ｈ】１１人

Ａ１位 阪上・國士無双

Ｂ１位 鯉江・國士無双

Ｃ１位 黒崎・かるもＴＴＣ

【男子５０Ｌ】１０人

Ｂ１位 山本・小浜クラブ

Ｃ１位 福田・ナポレオンクラブ

【男子５０Ｈ】１８人

Ａ１位 沖中・神卓クラブ

【男子５０Ｈ】

Ｂ１位 前田・ＴＥＡＭＳＡＴＯ

Ｃ１位 白水・淡路ＴＴＣ

Ｄ１位 岡田・國士無双

Ｅ１位 大島・ＫＳＴＣ

【男子６０Ｌ】１９人

Ａ１位 上村・ＫＴＣ

Ｂ１位 澤田・ナポレオンクラブ

Ａ２位 神谷・神卓クラブ

Ｄ１位 金山・板宿ＴＴＣ

Ｅ１位 桑島・淡路ＴＴＣ

【男子６０Ｈ】１７人

Ａ１位 伊東・深江クラブ

Ｂ１位 水船・赤とんぼ

Ｃ１位 國廣・卓宝会

Ｄ１位 久米・神戸北クラブ

【男子７０Ｌ】６人

１位 伊藤・卓宝会

２位 小浜・小浜クラブ

【男子７０Ｈ】３人

１位 土谷・ツェンテイワン

女子個人戦ブロック優勝 記録
【女子１部】１７人

Ａ１位 長谷坂・ＴＴＣムラタ

Ｂ１位 小椋・ツェンテイワン

Ｃ１位 池上・ＴＴＣムラタ

Ｄ１位 一貫田・Ｋｉｉｔｏｓ

Ｅ１位 赤江・ＴＴＣムラタ

【女子２部】７人

１位 山田・ＩＫＳＫクラブ

２位 中西・ＴＷＩＮＧＳ

【女子３部】７人

１位 岡室・小浜クラブ jr
２位 大平・小浜クラブ jr

【女子４部】１３人

Ａ１位 中島・小浜クラブ jr
Ｂ１位 司田・小浜クラブ jr
Ｃ１位 大槻・小浜クラブ jr
Ｄ１位 上野・小浜クラブ jr

【女子３０Ｌ】２人

１位 阿南・フェニックス

【女子３０Ｈ】１人

１位 鎌田・明和コロン

【女子４０Ｌ】１人

１位 田中・小浜クラブ



【女子４０Ｈ】５人

１位 鯉江・ネクスト

【女子５０Ｌ】８人

Ａ１位 長谷川・栄球会

Ｂ１位 表西・ネクスト

【女子５０Ｈ】１４人

Ａ１位 陳 ・栄球会

Ｂ１位 上原・ＴＴＵＦＹ

Ｃ１位 先間・バッカス

Ｄ１位 高田・板宿ＴＴＣ

【女子６０Ｌ】７人

１位 遠藤・ＩＫＳＫクラブ

【女子６０Ｈ】１３人

Ａ１位 福井・栄球会

Ｂ１位 古江・栄球会

Ｃ１位 酒井・ありせＴＴＣ

Ｄ１位 秦 ・栄球会

【女子７０Ｌ】６人

１位 内田・ＩＫＳＫクラブ

２位 内海・神卓クラブ

【女子７０Ｈ】３人

１位 隅田・生きがい

今後の兵庫県スポーツ祭典 各地域大会今後の兵庫県スポーツ祭典 各地域大会
大 会 名 日 程 会 場 種 目

第２７回小学生中学生大会 ８月２９日（土） グリーンアリーナ神戸 個人戦：シングルス

第３１回淡路大会 ９月 ６日（日） 洲本市文化体育館 団体戦・個人戦

※西播大会は、〆切・抽選が終了していますので記載していません。

第１７回兵庫県大会 日程について第１７回兵庫県大会 日程について

大会名 日程 会場 種目

兵庫県大会① ９月２０日（日） 兵庫県立総合体育館 一般・年代別団体戦

兵庫県大会② ９月２２日（火） 神戸市立中央体育館 一般・年齢別個人戦

※入賞チーム、選手には正式な大会要項を手渡し、郵送等を行いつつあります。

県大会と同時にオープン大会も併催いたします。（重複出場は不可）

兵庫県卓球協議会加盟クラブ 代表予選会兵庫県卓球協議会加盟クラブ 代表予選会

大会名 日程 会場 種目

第３１１回リーグ戦 ８月１６日（日） 神戸市立中央体育館 一般・年齢別個人戦

第３１２回リーグ戦 ８月３０日（日） ＧＡ神戸 一般・年代別団体戦

※加盟クラブ代表予選会として取り組みますが、通常のリーグ戦としても開催します。

■兵庫県卓球協議会では、愛好者の皆さんの入会を歓迎しています。

今年度から会費を値下げしました。

クラブ加盟の場合は２０００円/一人年間としました。
トップページの登録案内のボタンをクリックして会員のメリットなどご確認下さい！！

上記の加盟クラブ代表予選会については、兵庫県卓球協議会加盟クラブが対象です。

基本的に兵庫県在住、在勤、在学の方で、規約を認め、登録用紙を提出と会費の支払い

で会員になる事が出来ます。


