
第３１５回加盟リ－グ戦第３１５回加盟リ－グ戦
男子シングルＡ級～Ｆ級 ２２５人男子シングルＡ級～Ｆ級 ２２５人
女子シングルＡ級～Ｇ級 １１５人女子シングルＡ級～Ｇ級 １１５人
男子ダブルスＡ級～Ｆ級 ８７ペア男子ダブルスＡ級～Ｆ級 ８７ペア
女子ダブルスＡ級～Ｇ級 ５２ペア女子ダブルスＡ級～Ｇ級 ５２ペア
２０１６年２月２１日（日）２０１６年２月２１日（日）
グリ－ンアリ－ナ神戸グリ－ンアリ－ナ神戸::メインメイン

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 倉光・ＳＰＡＲＫ

Ｂ１位 枡谷・神戸フリ－ランス

Ｃ１位 中村・神戸フリ－ランス

Ｄ１位 山田・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｅ１位 小谷・ナポレオンクラブ

Ｆ１位 池田・ドライケチャップ

Ｇ１位 前田・ＳＰＡＲＫ

Ｈ１位 岩田・スペシャルウィ－ク

【男子Ｂ級】３８人

Ａ１位 堀 ・神戸フリ－ランス

Ｂ１位 樫原・個人

Ｃ１位 作田・ツェンティワン

Ｄ１位 古賀・スパイシ－

Ｅ１位 新出・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｆ１位 伊藤・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｇ１位 井上・ナポレオンクラブ

Ｈ１位 川井・明和ジュンジュン

【男子Ｃ級】５５人

Ａ１位 荒木・ネクサス

Ｂ１位 滝野・薫風会

Ｃ１位 藤枝・サンシャイン

Ｄ１位 横田・土曜クラブ

Ｅ１位 松本・親友クラブ

Ｆ１位 大前・薫風会

Ｇ１位 中田・ＩＫＳＫクラブ

Ｈ１位 山本・シリウス

Ｉ１位 三村・フェニックス

Ｊ１位 原内・コリラックマ

Ｋ１位 高木・コリラックマ

【男子Ｄ級】３４人

Ａ１位 柏木・ＳＮＴ

Ｂ１位 重松・ファイティング上野

Ｃ１位 藤田・ＩＴＣ

Ｄ１位 西原・スパイシ－

Ｅ１位 滝本・サンシャイン

Ｆ１位 三嶋・スパイシ－

Ｇ１位 田畑・ペガサス

【男子Ｅ級】２５人

Ａ１位 杉本・Ｅ－フレンズ

Ｂ１位 清水・緑亀達

Ｃ１位 中北・フェニックス

Ｄ１位 池内・個人

Ｅ１位 島田・Ｅ－フレンズ

【男子Ｆ級】３０人

Ａ１位 前田・ＩＴＣ

Ｂ１位 村田・緑亀達

Ｃ１位 児玉・ｍｙ ｐａｃｅ

Ｄ１位 バット・明友会西

Ｅ１位 李 ・明友会西

Ｆ１位 寺尾・明和コスモ

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】２６人

Ａ１位 仙石・ＩＫＳＫクラブ

Ｂ１位 中野・山の手

Ｃ１位 岡持・ｏｕｔｌｅｔ

Ｄ１位 松本・志友会

Ｅ１位 根津・國士無双

Ｆ１位 坂本・スペシャルウィ－ク

【女子Ｂ級】１２人

Ａ１位 田中・トクセンクラブ

２位 剛 ・Ｐｉｎｋドラゴン

Ｂ１位 田中・Ｐｉｎｋドラゴン

２位 藤村・山の手

【女子Ｃ級】１２人

Ａ１位 平尾・ＫＴＯクラブ

２位 米本・サンシャイン

Ｂ１位 田中・まるくらぶ

２位 隅田・志友会



【女子Ｄ級】１１人

Ａ１位 前田・しばはら卓球場

２位 滝本・サンシャイン

Ｂ１位 桝幸・ぬのびきクラブ

【女子Ｅ級】１２人

Ａ１位 不動・ポプラ

Ｂ１位 児玉・ユニオン

２位 宮本・明友会北

【女子Ｆ級】２０人

Ａ１位 小谷・ナポレオンクラブ

Ｂ１位 前田・ポプラ

Ｃ１位 播田・ＩＫＳＫクラブ

Ｄ１位 日笠山・ネクサス

【女子Ｇ級】２８人

Ａ１位 山本・なんくる

Ｂ１位 大野・ＫＴＯ－Ｆ

Ｃ１位 大垣・セルフィッシュ

Ｄ１位 藤本・ネクサス

Ｅ１位 大西・エ－ル

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】２０ペア

Ａ１位 川野・橋本（薫風会）

Ｂ１位 福田・小谷（ナポレオンクラブ）

Ｃ１位 中村・ 堀 （神戸フリ－ランス）

Ｄ１位 前田・倉光（ＳＰＡＲＫ）

【男子Ｂ級】１８ペア

Ａ１位 伊川・本庄（ファイティング上野）

Ｂ１位 松本・上垣（親友クラブ）

Ｃ１位 江本・三木（一姫会）

Ｄ１位 大田・木下（ＩＫＳＫクラブ）

【男子Ｃ級】２４ペア

Ａ１位 野澤・北山（ＫＴＯクラブ）

Ｂ１位 岸良・小林（高クラブ）

Ｃ１位 井ノ口・南部（ぬのびきクラブ）

Ｄ１位 高木・佐野（コリラックマ）

Ｅ１位 大賀・石井（ハイポ－ション）

【男子Ｄ級】８ペア

Ａ１位 滝本・北川（サンシャイン）

Ｂ１位 石原・藤澤（サンシャイン）

【男子Ｅ級】１５ペア

Ａ１位 澤田・金田（明友会西）

Ｂ１位 島田・杉本（Ｅ－フレンズ）

Ｃ１位 池内・平井（個人・ネクサス）

【男子Ｆ級】４ペア

１位 バット・ 李 （明友会西）

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】１４ペア

Ａ１位 根津・小椋（國士無双・２１）

Ｂ１位 岩本・中西（ＴＷＩＮＧＳ）

Ｃ１位 泰井・田中（トクセンクラブ）

【女子Ｂ級】８ペア

Ａ１位 田中・柴切（まるくらぶ・志友会）

Ｂ１位 中野・ 剛 （Ｐｉｎｋドラゴン）

【女子Ｃ級】７ペア

Ａ１位 黒木・米本（サンシャイン）

２位 平尾・辻本（ＫＴＯクラブ）

【女子Ｄ級】４ペア

１位 児玉・坪本（ユニオン）

【女子Ｅ級】７ペア

Ａ１位 陶山・藤田（ほのぼの）

２位 安田・宮本（明友会北）

【女子Ｆ級】９ペア

Ａ１位 播田・松本（ＩＫＳＫクラブ）

Ｂ１位 山口・ 沖 （フェニックス）

【女子Ｇ級】４ペア

１位 長川・大西（エ－ル）



入会のお誘い入会のお誘い
新年度が始まるこの時期に是非ご検討下さい新年度が始まるこの時期に是非ご検討下さい

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３１７回加盟クラブリーグ戦 御案内第３１７回加盟クラブリーグ戦 御案内

▇ ２０１６年 ４月１０日（日）９時～概ね１８時頃終了
▇ グリーンアリーナ神戸：全館
▇ 男子シングル Ａ級～Ｆ級：９時３０分～１４時頃
女子シングル Ａ級～Ｇ級：９時３０分～１４時頃
男子ダブルス Ａ級～Ｆ級：１４時頃～１６時頃
女子ダブルス Ａ級～Ｇ級：１４時頃～１６時頃
混合ダブルス Ａ級～Ｆ級：１６時頃～１８時頃

▇ 一人で３種目に出場が可能です
▇ ＴＳＰ４０ｍｍ＋（プラ製）を使用
▇ 男子･女子シングル１人 ８００円
男子･女子ダブルス１ペア １４００円
混合ダブルス１ペア １４００円

▇ ３月１４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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