
新日本スポーツ連盟兵庫県卓球協議会団体クラス一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１６年７月２４日第３１９回リーグ結果にもとづく

          男   子

Ａ　級 　　　　　Ｂ　級 Ｃ　級 Ｄ　級 Ｅ　級

ＩＫＳＫクラブ（Ａ） IKSKクラブ（B） I、T、CーM　 IKSKクラブ（Ｄ） I、T、C（S）　
IKSKクラブ（C） 淡路TTC Eーフレンズ IKSKクラブ（E） ＩＴＣ（Ｄ）
I、T、CーＡ 居酒屋 エンジョイ I、T、C（C)　 エール
Ｉ、Ｔ、Ｃ（B） 一姫会（Ｂ） おんりーわん 一姫会（Ｂ） KANEKA　LCC（B)
I、T、CーY 一姫会（Ｃ） カメリア ＳＮＴ ＫＴＯーＣ
赤とんぼ 栄球会 共済ハーモニー ＳＮＴ（A) KTOーＤ
ありせＴＴＣ　　 ＫＡＮＥＫＡ　ＬＣＣ KYUKUTO（Ａ） 大中クラブ KTOーE
板宿TTC 薫風会（Ⅰ） KYUKUTO（H） 共済陽だまり KTOーG
一姫会（Ａ） 薫風会（Ⅱ） 薫風会（Ⅵ） KST KTC
イルミナ☆ KTOーB KTOーD KTOーA ＫＭＡ
ウォンテッド 國士無双（弐） 國士無双（参） サンシャイン（Ｂ） ３３３（Ａ）
ガラガラ サンシャイン（Ｖ） コリラックマ サンシャイン（Ｋ） ３３３（Ｂ）　
薫風会（Ⅲ） 三友クラブ サンシャイン（A) 神卓クラブ（Ｅ） サンシャイン（B)　　
神戸北クラブ（Ａ）　　 神卓クラブ シリウス（S） スワン　 サンシャイン（C)　　
神戸フリーランス（A) 神卓クラブ（虎）　 シリウス（G） セルフイッシュ サンシャイン（Ｄ）
神戸フリーランス（B) 神卓クラブ（龍）　 シリウス（α） ツェンティワン（GS) サンシャイン（G）
國士無双 シリウス シリウス（β) 土曜クラブ サンシャイン（Ｓ）
國士無双（壱） 高クラブ　 神卓クラブ（D） 土曜クラブ（C） 酒落打会
国分クラブ つるみ～ず 親友クラブ ニュートラル（B) 垂水卓研
小浜クラブ・ニュートラル ＴＷＩＮＧＳ スパイシー（B） ニュートラル（E) チームうさぎ
シップス☆ 土曜クラブ（A) Ｔ倶楽部 ネクサス（β） チアリークラブ　　
神卓クラブ（Ａ）　 ナポレオンクラブ ツェンテイワン（Ｄ） ハイポーション　 チアリークラブ（A)　　
神卓クラブ（Ｂ） ニュートラル（Ａ） 土曜クラブ ファイティング上野（C） チアリークラブ（F)　　
スパイシー（Ａ) ぬのびきクラブ（B) ぬのびきクラブ ファイティング上野（Ｄ） 土曜クラブ（B)
立松卓球スクール ネクサスα ハーバークラブ（B)　 フェニックスかるがも隊 ニュートラル
タチコマ ネクサス ビズラ　 フレンドリー（D) ネバーオールド
TEAM　SATO　 ハイポーション（A)　 ファイティング上野（A) フレンドリー（E） ハーバークラブ　
中堅の★　 ビズラ（Ｂ） フレンドリー（N) フレンドリー（Y)　　 ハイポーション（B)　
ＴＷＩＮＧＳ（Ａ）☆ フェニックス　こだま隊 フレンドリー（SI） MEVIUS（Ｂ） フェニックス かがやき隊

ドライケチャップ フェニックス　はやぶさ隊 フレンドリー（Ｓ） フレンドリー（ゴールド） フェニックスひよこ隊

ナポレオン悠々☆ フェニックス　やまびこ隊 フレンドリー（ラッキー） フレンドリーハート フレンドリーOS
ナポレオン・アタッカーズ フレンドリー（M） みなみクラブキケン my pase（B) フレンドリー（Ｆ）
ナポレオン・チョッパーズ ペガサス より道（A) 明友会（西） フレンドリー（Ｇ）
ぬのびきクラブ ベルフラワー より道（B) 緑亀達（Ａ）
ぬのびきクラブ（Ａ） my pase 竜が台クラブ 緑亀達（Ｂ）
ファイティング上野（Ｂ） 満州亭クラブ 竜が台クラブ（Ａ） 明友会（西）Ａ
フェニックスつばめ隊 明和Eリーグ ＹＹクラブ 明友会（西）Ｂ
フェニックスはやぶさ隊 ラッキーセブン 明和コスモ　
フェニックスのぞみ隊 竜が台クラブ（B)　 明和スマイル　
武陽卓球会 竜が台クラブ（T) Ring
フレンドリー(Ａ） Ｒｉｎｇ（A)
満州亭クラブ（A) ※記入もれ
三村TTC
明和Ｖリーグ 間違いがあれば
明和コロン
明和ジュンジュン☆  役員まで
MEVIUS
YONROKU　 お知らせ下さい.
リンクス
Ｒｉｎｇ(B) ブロック１位　赤

現状維持　緑
ブロック最下位　青



新日本スポーツ連盟兵庫県卓球協議会団体クラス一覧表

女   子

Ａ　級 Ｂ　級 Ｃ　級 Ｄ　級 Ｅ　級

IKSKクラブ☆ 愛光クラブ（B) エンゼル あすなろ I、T、C（L）　
outlet☆ アムール さくら草 I、T、C（Ｂ）　 ウエダTTC F
ＵＰ！ オペラ サンシャイン（Ｂ） エール S＆M
あみん　 くすのき シリウス 北ウイング かわせみ
ありせTTCサファイア KTOクラブ（C)　 シンフォニー 神戸フリーランス 共済シナモン
ありせTTCルビー サンシャイン（A） スマッシュ くるみ グレープ
板宿TTC サンフラワー セルフイッシュ（A) コスモス ＫＴＯーＦ
いちご　 志友会 土曜クラブ ＳＡＫＵＲＡ コリラックマ
栄球会　 どんぐり（B） 虹 サンシャイン（Ｃ） サンシャイン（Ｅ）
オレンジペコ まるくらぶ フローレス セルフイッシュ チアリークラブ
クリスタル みなみクラブ ほのぼの　 ツェンティワン なんくる・Ｓ
クレッシェンド 明和みやもと　　 まるくらぶ（Z) なんくる・Ｋ ニューキヤロツト
ダークホース　　　 明和Ring ユニオン（B) フェニックスかるがも隊 ネクサス
タートル 山の手 リーベ　 フェニックスさくら隊 ひよっこクラブ
ＴＷＩＮＧＳ 蓮　 ポプラ フイット
ティンカーベル ルミナス ムーンヒルズ フェニックス
トクセンクラブ ロイヤル 明友会 ペガサス
どんぐり（A)　 明友会 北 ポエム　　　
ぬのびきクラブ＋UP 明和シルク
ネクスト 明和レモン
バッカス 明和ライン
Ｐｉｎｋドラゴン☆
まるくらぶ（A）
まるくらぶ（V)
明和オリオン
明和シャイン
やむちゃ
ユニオン（Ａ）☆　
Ring

               ２０１６年７月２４日第３１９回リーグ結果にもとづく


