
第３０９回加盟リ－グ第３０９回加盟リ－グ
Ｓ・Ｄ・混合Ｄ戦Ｓ・Ｄ・混合Ｄ戦

２０１５年４月１９日（日）２０１５年４月１９日（日）
グリ－ンアリ－ナ神戸：全館グリ－ンアリ－ナ神戸：全館

男子個人戦シングルの部 リーグ戦結果男子個人戦シングルの部 リーグ戦結果
【男子Ａ級】４０人

Ａ１位 増田・板宿ＴＴＣ

Ｂ１位 中村・神戸フリ－ランス

Ｃ１位 林 ・ＭＥＶＩＵＳ

Ｄ１位 武川・武陽卓球会

Ｅ１位 石黒・ツェンティワン

Ｆ１位 羽賀・神戸フリ－ランス

Ｇ１位 前田・ＳＰＡＲＫ

Ｈ１位 倉光・ＳＰＡＲＫ

【男子Ｂ級】３１人

Ａ１位 新阜・ＭＥＶＩＵＳ

Ｂ１位 久保・ＴＷＩＮＧＳ

Ｃ１位 上川・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｄ１位 平沙・神戸北クラブ

Ｅ１位 佐伯・国士無双

Ｆ１位 古賀・スパイシ－

【男子Ｃ級】３３人

Ａ１位 新出・ｍｙ ｐａｃｅ

２位 伊川・ファイティング上野

Ｂ１位 丸橋・明和ジュンジュン

Ｃ１位 小倉・薫風会

Ｄ１位 江本・一姫会

Ｅ１位 中村・神戸フリ－ランス

Ｆ１位 杉原・タチコマ

２位 菅田・一姫会

【男子Ｄ級】２８人

Ａ１位 大上・シリウス

Ｂ１位 大山・フレンドリ－

Ｃ１位 桐原・フレンドリ－

２位 友澤・ペガサス

Ｄ１位 保井・ニュ－トラル

Ｅ１位 中田・ＩＫＳＫクラブ

２位 西村・竜が台クラブ

【男子Ｅ級】３０人

Ａ１位 矢田・ＫＴＣ

Ｂ１位 安井・明友会西

Ｃ１位 鳥渕・セルフィッシュ

Ｄ１位 北詰・土曜クラブ

Ｅ１位 行正・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｆ１位 福原・ネクサス

【男子Ｆ級】２１人

Ａ１位 竹平・シリウス

Ｂ１位 中村・ニュ－トラル

Ｃ１位 児玉・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｄ１位 岡田・ネクサス

女子個人戦シングルの部 リーグ戦結果女子個人戦シングルの部 リーグ戦結果
【女子Ａ級】１５人

Ａ１位 坂本・ぬのびきクラブ

Ｂ１位 多田・クレッシェンド

Ｃ１位 佐藤・まるくらぶＶ

【女子Ｂ級】１３人

Ａ１位 中川・ありせＴＴＣサファイヤ

２位 中野（真）・山の手

Ｂ１位 立谷・明和オリオン

【女子Ｃ級】１６人

Ａ１位 高田・板宿ＴＴＣ

Ｂ１位 田中・Ｐｉｎｋドラゴン

Ｃ１位 迫田・Ｐｉｎｋドラゴン

【女子Ｄ級】１１人

Ａ１位 米本・サンシャイン

２位 増瀬・土曜クラブ

Ｂ１位 笹原・竜が台クラブ

【女子Ｅ級】１０人

Ａ１位 桝幸・ぬのびきクラブ

Ｂ１位 溝渕・ユニオン

【女子Ｆ級】９人

Ａ１位 西村・あすなろ

Ｂ１位 竹内・ニュ－キャロット



【女子Ｇ級】１９人

Ａ１位 篠原・明友会北

Ｂ１位 和田・カ－ネリアン

Ｃ１位 小谷・ナポレオンクラブ

Ｄ１位 沖 ・フェニックス

男子個人戦ダブルスの部 リーグ戦結果男子個人戦ダブルスの部 リーグ戦結果
【男子Ａ級】１７ペア

Ａ１位 前田・倉光（ＳＰＡＲＫ）

２位 川井・竹村（明和ジュンジュン）

Ｂ１位 浜松・是常（一姫会）

Ｃ１位 羽賀・ 堀 （神戸フリ－ランス）

【男子Ｂ級】２１ペア

Ａ１位 竹内・柳生（ありせＴＴＣ）

２位 中来田・新野（ＭＥＶＩＵＳ）

Ｂ１位 佐藤・前田（ＴＥＡＭ ＳＡＴＯ）

Ｃ１位 龍田・古賀（スパイシ－）

Ｄ１位 佐伯・阪上（国士無双）

【男子Ｃ級】１０ペア

Ａ１位 三木・山本（明和Ｅリ－グ）

Ｂ１位 伊川・片田（ファイティング上野）

【男子Ｄ級】９ペア

Ａ１位 一宮・行正（ｍｙ ｐａｃｅ）

Ｂ１位 河里・鳥渕（セルフィッシュ）

Ｃ１位 田畑・鷲尾（ペガサス）

【男子Ｅ級】３ペア

Ａ１位 杉本・島田（Ｅ－フレンズ）

Ｂ１位 中村・長田（ニュ－トラル）

２位 高島・ 辻 （ＩＫＳＫクラブ）

【男子Ｆ級】２ペア

A１位 土肥・岡田（ネクサス）

女子個人戦ダブルスの部 リーグ戦結果女子個人戦ダブルスの部 リーグ戦結果
【女子Ａ級】７ペア

Ａ１位 酒井・杉山（ありせＴＴＣルビ－）

２位 岡持・松田（スパイシ－）

【女子Ｂ級】８ペア

Ａ１位 中野・高木（Ｐｉｎｋドラゴン）

Ｂ１位 坂本・高田（ぬのびきクラブ・板宿ＴＴＣ）

【女子Ｃ級】６ペア

Ａ１位 中野・迫田（Ｐｉｎｋドラゴン）

２位 平尾・辻本（ＫＴＯクラブ）

【女子Ｄ級】４ペア

Ａ１位 松本・松本（志友会）

【女子Ｅ級】５ペア

Ａ１位 児玉・溝淵（ユニオン）

【女子Ｆ級】６ペア

Ａ１位 河井・小倉（ナポレオンクラブ）

Ｂ１位 大久保・徳本（ひよっこクラブ）

【女子Ｇ級】３ペア

Ａ１位 沖・井上（フェニックス）

混合ダブルスの部 リーグ戦結果混合ダブルスの部 リーグ戦結果
【混合Ａ級】１０ペア

Ａ１位 増田・松浦（板宿ＴＴＣ・Ｒｉｎｇ）

Ｂ１位 武内・平井（ありせＴＴＣ）

【混合Ｂ級】７ペア

Ａ１位 秋本・升川（武陽卓球会・ITC）
Ａ２位 阪上・山本（国士無双）

【混合Ｃ級】５ペア

Ａ１位 三崎・ 桟 （高クラブ・コリラックマ）



【混合Ｄ級】５ペア

Ａ１位 小谷・小谷（ナポレオンクラブ）

【混合Ｅ級】６ペア

Ａ１位 山根・渡里（高クラブ・コリラックマ）

２位 一宮・井垣（ｍｙ ｐａｃｅ）

【混合Ｆ級】４ペア

Ａ１位 宮脇・篠原（明友会）

入会のお誘い入会のお誘い

新年度が始まるにあたり、兵庫県卓球協議会への入会の案内をいたします。

規約を認め、登録用紙を記入し、会費を納めた人は誰でも会員になることが出来ます。

会費

●入会金１人５００円（再入会は不要）

●会費

団体/クラブ 年間１人：２,０００円 個人 年間：３,０００円 中学生以下 年間１人：１,７００円

年度途中入会の場合は、１２月迄は同額とします。１月以降の入会については１,０００円（個人１５００円、中学生以下

８５０円）となりますので早めの入会をお勧めします。

（２０名以上の団体/クラブの場合は、３５００円、３０名以上は５０００円、４０名以上は６５００円を還元します）

会員の特典

①加盟クラブリーグ戦に参加出来る。年間を通じた昇降制の試合:団体戦･Ｓ･Ｄ

②全国大会：加盟クラブ（会員枠）代表決定戦に参加出来る。近畿大会：加盟クラブリーグ戦で代表を決定。

③合同練習・教室に無料で参加出来る。神戸市内の体育施設が中心となります

④オープン大会に会員の参加費で参加出来る。

⑤他府県の協議会主催の大会に会員資格で参加出来る

⑥ニュース・大会要項が定期的に手渡し、郵送される。

⑦スポーツ保険が会費に含まれている。

第３１０回加盟クラブリーグ戦 御案内

▇ ６月１４日（日）９時～概ね１８時頃終了
▇ グリーンアリーナ神戸：メイン/サブ
▇ 男子団体戦１Ｄ２Ｓ（１チーム３人～４人）１部～５部制
女子団体戦１Ｄ２Ｓ（１チーム３人～４人）１部～５部制

▇ 試合順：①Ｄ ②Ｓ ③Ｓ
１番のダブルスに出場の選手は、２番のシングルスに出場出来ない
各クラス予選リーグ後、同順位別トーナメントを行います。

▇ ＴＳＰ４０ｍｍ＋（プラ製）を使用
▇ １チーム ３５００円
▇ ５月１８日（月）必着の事
▇ 詳細は大会要項で確認して下さい！！
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