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種目  

順位等

氏　　名 チーム名 地域 氏    名 チーム名 地域 チーム名 地域 氏    名 チーム名 地域 氏    名 チーム名 地域 チーム名 地域

優　勝 加藤時彦 らく卓 神戸 有本　誠 太子クラブ 姫路 三村ＴＴＣ(Ａ) 稲美 村田咲紀 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 多田実咲季 三木卓球クラブJr 三木 ＡＬＬ ＳＴＡＲ(Ａ) 明石

準優勝 木原健児 三村ＴＴＣ 稲美 藤本真志 三村ＴＴＣ 稲美 らく卓 神戸 中日奈 歩 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 栗本結有 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 チームＫＣ＋ 明石

和泉勇真 ＪＡＣ・ＩＮ 神戸 梶原諒平 三村ＴＴＣ 稲美 兵庫教育大学 加東 岡田琴菜 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 井本あゆみ 三木卓球クラブJr 三木 つばき 神戸

岩城　禎 らく卓 神戸 西川直樹 三村ＴＴＣ 稲美 三村ＴＴＣ(Ｂ) 稲美 田中里枝 すまいりぃ 三木 川上鈴代 三村ＴＴＣ 稲美 あみん 加古川

参加数

優　勝 田中冬威 三村ＴＴＣ 稲美 合田歩夢 姫路卓研 姫路 三卓＆ＺＯＯ 三木 中原亜友美 曹クラブ 明石 岡田琴菜 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 三村ＴＴＣ 稲美

準優勝 坂根翔大 おはよう卓球Ｓ 高砂 岡本哲也 卓栄クラブ 高砂 三村ＴＴＣ Ａ 稲美 寺崎美弘 ＣＳ７ 神戸 中日奈 歩 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 三卓ジュニア 三木

木原健児 三村ＴＴＣ 明石 日野太一 ＴＴＣほぼムラタ 神戸 卓栄クラブ Ａ 高砂 三村梨奈 三村ＴＴＣ 稲美 長谷川千夏 加古川西高校 加古川 Ｏｕｔ Ｌｅｔ 加古川

永本龍也 卓栄クラブ 高砂 赤江泰雅 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 明石 おはよう卓球Ｓ Ａ 高砂 高岡早紀 すまいりぃ 三木 藤城瑞子 ベストフレンド 神戸 すまいりぃ 三木

参加数

優　勝 常塚輝昌 新日鐵広畑 姫路 二宮　仁 遊球 三木 ＺＯＯ(Ａ) 神戸 合田あかり その田卓研 三田 太田阿弓 姫路クレヨン 姫路 ＫＣ＋ 明石
三木

準優勝 霜藤文哉 シグナル 姫路 塩谷英雄 遊球 三木 ＺＯＯ(Ｂ) 神戸 池上晴美 その田卓研 三田 松本京子 アーモンド 三木 その田卓研 三田

三木浩嗣 みどりがめ 高砂 大北祐義 竜ヶ台クラブ 神戸 みどりがめ 高砂 多田涼夏 三木卓球クラブJr 三木 岡 摩利子 ＣＯＳＭＯＳ 明石 ありせＴ.Ｔ.Ｃ 明石

常塚俊輔 みどりがめ 高砂 庄司文人 セルフィッシュ 神戸 ＪＡＣ・ＩＮ 神戸 橋田菜津子 その田卓研 三田 那須由紀子 アーモンド 三木 ベストフレンド 神戸

参加数

優　勝 多田雅輝 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 尼崎 藤岡直也 ＪＯＫＥＲ 神戸 みどりがめ 高砂 小脇瑞穂 華兵卓球 神戸 金川美優 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 尼崎 その田卓研 三田

準優勝 永本龍也 ＪＡＣ・ＩＮ 神戸 中井崚悟 ＪＯＫＥＲ 神戸 卓栄クラブ 加古川 池上晴美 その田卓研 三田 藤城瑞子 ベストフレンド 神戸 神戸クラブ 神戸

常塚　俊 みどりがめ 高砂 羽田昌義 赤とんぼ 三木 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 尼崎 橋田菜津子 その田卓研 三田 山本真由美 ベストフレンド 神戸 三卓Jr＆華兵卓球 三木

山本　拓 姫路卓研 姫路 鈴木星斗 ＪＯＫＥＲ 神戸 姫路卓研Ａ 姫路 合田あかり その田卓研 三田 宮城久美子 グリーンポラリス 加古川 あみん 三木

参加数

優　勝 庄祐平 川卓 姫路 山本拓 姫路卓研 姫路 川卓 姫路 池上 玲子 その田卓研 三田 池上晴美 その田卓研 三田 その田卓研Ａ 三田

準優勝 小坂紘平 川卓 姫路 佐瀬一樹 高砂卓研 高砂 卓栄クラブＡ 加古川 岡田 典子 プリズム 姫路 横山茉穂 姫路卓研 姫路 プリズム 姫路

岩本和之 川卓 姫路 三好良一 ＭＲＦ 姫路 スペシャルウィークＡ 大阪 前瀧 美音 その田卓研 三田 野々村麻由 その田卓研 三田 アクアマリン 神戸

森孝一 みどりがめ 高砂 名村省吾 姫路卓研 姫路 みどりがめ 高砂 前瀧 初音 その田卓研 三田 多田涼夏 三木卓球クラブJr 三木 ＫＴＩ三木 三木

参加数

優　勝 神代泰一郎 卓栄クラブ 高砂 保枝守 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 伊丹 みどりガメ 高砂 池上玲子 その田卓研 三田 横山有沙 姫路卓研 姫路 その田卓研Ａ 三田

準優勝 岩本和之 川卓 姫路 尾部悠一郎 緑の館 三木 川卓 姫路 岡田典子 プリズム 姫路 森崎由衣 アスナロ 姫路 プリズム 姫路

三浦正義 新日鐵 姫路 幅田靖弘 緑の館 三木 緑の館Ａ 三木 岡﨑智美 木村卓球クラブ 神戸 小坂紗代 アスナロ 姫路 アスナロ 姫路

井上湧介 川卓 姫路 坂田裕樹 オベロン 小野 かもめクラブ 三木 前瀧初音 その田卓研 三田 矢内祐美 緑の館 三木 あみん 加古川

参加数

優　勝 篠藤亮史 その田卓研 三田 島田孝拓 姫路卓研 姫路 その田卓研 三田 前瀧初音 その田卓研 三田 谷口萌笑 アスナロ 姫路 その田卓研Ａ 三田

準優勝 内山祐司 チャコシ 高砂 山西聡 ﾄﾞﾗｲｹﾁｬｯﾌﾟ 神戸 キャタピラー 明石 篠藤香穂里 その田卓研 三田 長舩洋子 緑の館 神戸 プリズム 姫路

大下本竜二 チャコシ 高砂 鳥居勇介 緑の館 神戸 緑の館 神戸 永野真弓 姫路卓研 姫路 白濱 遥 加古川西高校 加古川 グループみき 三木

篠藤幸紘 その田卓研 三田 福永貴之 緑の館 神戸 チャコシ 高砂 田松杏奈 アスナロ 姫路 岡 摩利子 ＣＯＳＭＯＳ 明石 フリーダム 神戸

参加数

優　勝 西井英貴 エイシン 明石 桜井励央 姫路卓研 姫路 エイシン 明石 高部加奈子 プリズム 姫路 丸田佳苗 姫路卓研 姫路 陳Ｔ．Ｔ．Ｃ 神戸

準優勝 近藤慎也 ＪＡＣ・ＩＮ 明石 白木章夫 神戸北クラブ 神戸 ＫＩＤ｀ｓα 姫路 岡田典子 プリズム 姫路 大下祐香 ＫＩＤ｀ｓα 姫路 その田卓研Ａ 三田

三浦弘幸 エイシン 明石 澤田衆介 ＭＪ 三木 ルーキー 三木 大西有美 プリズム 姫路 大下菜々美 ＫＩＤ｀ｓα 姫路 その田卓研Ｂ 三田

大下本竜二 チャコシ 高砂 横山正貴 平櫨 神戸 シグナル 姫路 池上玲子 その田卓研 三田 井上直美 フォーチュン 明石 北クラブ 神戸

参加数

優　勝 岡田真治 カットマン 三田 山口泰正 小浜クラブ 神戸 カットマン 三田 福留真代 市川高校 姫路 坂口あかり その田卓研 三田 市川高校 姫路

準優勝 内山祐司 ちゃこりがめ 高砂 小川真治 ＭＪ 三木 さつきクラブ 姫路 姫野かおり 小浜クラブ 神戸 田松杏奈 斑鳩ＫＩＤ'Ｓ 姫路 小浜クラブ 神戸

藤川洋介 カットマン 三田 橋本圭佑 姫路卓研 姫路 育卓会 神戸 岡田典子 プリズム 姫路 松井美恵子 グループみき 三木 その田卓研 三田

江崎道弘 ＴＴＳタカハシ 神戸 加地哲志 ＯＢＣ 神戸 龍卓会 姫路 山下夕紀 小浜クラブ 神戸 篠藤香穂里 その田卓研 三田 つばさ 明石

参加数

優　勝 西井英貴 たまりん倶楽部 神戸 藤井　誠 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 明石 華兵卓球 神戸 夏 的娜* 華兵クラブ 神戸 定国りえ ﾋﾟﾝﾎﾟﾝKID'S 姫路 華兵卓球 神戸

準優勝 岡田真治 植物物語 三田 杉本一生 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 明石 たまりん倶楽部 神戸 王　暁婷 華兵クラブ 神戸 佐藤ゆかり トライ２１ 神戸 たまりん倶楽部 神戸

藤森勇貴 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 明石 三嶋基史 小浜クラブ 神戸 明星クラブ 明石 野中愛子 明星クラブ 明石 浮津静江 シフォン 加古川 明星クラブ 明石

岡田恭治 その田卓研 三田 清水亮人 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 明石 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ(A) 明石 辻本ゆかり たまりん倶楽部 神戸 篠藤香穂里 その田卓研 三田 その田卓研 三田

参加数

優　勝 西田光宏 その田卓研 三田 大崎訓史 うさぎクラブ 氷上 その田卓研Ｂ 三田 上野順子 小浜クラブ 明石 前田由紀子 きよたにくらぶ 小野 ピンポンパン 姫路

準優勝 岩男幸冶 みどりがめ 高砂 橋本福見 東条卓同会 東条 みどりがめ 高砂 白井直美 小浜クラブ 明石 友重歩美 きよたにくらぶ 小野 市川高校 姫路

山村　靖 龍卓会 姫路 佐藤博之 小浜クラブ 神戸 Ｔ.Ｔ.ＳタカハシＢ 神戸 新　千央 卓神会 神戸 那須由紀子 自由が丘 三木 小浜クラブ 明石

澤　英俊 みどりがめ 高砂 羽田昌義 青山卓球クラブ 三木 Ｔ.Ｔ.ＳタカハシＡ 神戸 松山裕子 小浜クラブ 明石 竹村小春 その田卓研 三田 木村卓球クラブ 神戸

参加数

優　勝 藤森勇貴 東洋大姫路高校 姫路 松本幸徳 その田卓研 三田 ミドリガメ 高砂 高尾恵里 東洋大姫路高校 姫路 新　　千央 小浜卓球スクール 明石 市川高校Ａ 姫路

準優勝 黒田陽介 ＴＥＡＭマイケル 加古川 上角嘉孝ＴＥＡＭマイケル加古川 その田卓研Ａ 三田 藤谷千穂 市川高校 姫路 平川理映子 小浜卓球スクール 明石 東洋大姫路高校 姫路

江崎道弘 Ｔ.Ｔ.Ｓタカハシ 神戸 藤本憲明 シグナル 姫路 Ｔ.Ｔ.Ｓタカハシ 神戸 大西有美 播磨高校 姫路 中瀬富美代 セルフィッシュ 神戸 トライ・イレブン 神戸

照井寿雄 その田卓研 三田 藤森和也 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 加古川 ちゃこし 高砂 上原明恵 市川高校 姫路 宮田冨士子 木曜会 神戸 市川高校Ｂ 姫路

参加数

優　勝 岡田恭治 その田卓研 三田 照井雄太 その田卓研 三田 滝川第二高校 神戸 照井萌美 その田卓研 三田 岩崎瑛里香 市川高校 姫路 その田卓研 三田

準優勝 葛原孝志 ファルコン 高砂 篠藤亮史 その田卓研 三田 その田卓研Ａ 三田 高田知里 三村ＴＴＣ 明石 山下夕紀 市川高校 姫路 三村ＴＴＣ 明石

種本哲夫 Ｗoody 三田 藤本翔輝 その田卓研 三田 シグナルＡ 姫路 福田昌子 Ｗoody 三田 芝 千尋 暁クラブ 加西 播磨高校 高砂

山上正浩 暁クラブ 加西 加藤千秋 Ｗoody 三田 暁クラブ 加西 宇津由香 その田卓研 三田 岩見繭奈 その田卓研 三田 Ｗoody 三田

参加数

優　勝 葛原孝志 みっくすじゅうす 岡山 新 行雄 卓神会 神戸 ＴＴＳタカハシＡ 神戸 高尾恵里 打越ジュニア 姫路 照井萌美 その田卓研 三田 打越ジュニア 姫路

準優勝 岡田恭治 その田卓研 三田 新田保洋 稲美ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ 稲美 地球は和 神戸 藤谷千穂 打越ジュニア 姫路 寺谷友香 高砂卓栄会 高砂 Ｗoody 三田

藤原寿次 かきをくらう゛ 大阪 上村正輝 卓神会 神戸 その田卓研Ｂ 三田 上原明恵 みっくすじゅうす 岡山 富本純子 グリーングラス 加古川 つばさ 神戸

藤本雄太 その田卓研 三田 井上直道 卓神会 神戸 その田卓研Ａ 三田 岸本朋子 Ｗoody 三田 仲田弥生 ほのか 姫路 三木クラプ 三木

参加数

優　勝 藤本祥ニ かきをくらう゛ 大阪 友重隆史 ムシムシｸﾗﾌﾞ 神戸 かきをくらう゛ 大阪 藤谷千穂 打越ジュニア 姫路 橋本寿美 杏クラプ 神戸 三木クラプＢ 三木

準優勝 山本卓弥 かきをくらう゛ 大阪 森本賢治 小浜卓球ｸﾗﾌﾞ 明石 その田卓研Ａ 三田 渡辺佳子 つばさ 加古川 中井多恵子 ムシムシｸﾗﾌﾞ 神戸 チャレンジャー 神戸

井置竜也 打越ジュニア 姫路 田中義秋 竹とんぼ 高砂 ＴＴＳタカハシＡ 神戸 西川里美 プリズム 姫路 藤本一美 ピュア 神戸 その田卓研 三田

高屋直幸 ＴＴＳタカハシ 神戸 阿部武彦 竹とんぼ 高砂 シグナル 姫路 大堂友希 高砂卓友会 高砂 田中伸子 ピュア 神戸 城山クラブ 加古川

参加数

優　勝 芝 雅人 その田卓研 三田 谷口和洋 その田卓研 三田 その田卓研Ａ 三田 大林ゆかり その田卓研 三田 岡本好美 くすのき 姫路 その田卓研Ａ 三田

準優勝 岡田恭治 その田卓研 三田 山本健司 その田卓研 三田 かきをくらう゛ 大阪 渡辺佳子 城山クラブ 加古川 飯塚由美 ハーモニー 神戸 卓東会 神戸

藤原寿次 かきをくらう゛ 大阪 井置竜也 打越ジュニア 姫路 シグナル 姫路 池田圭美 アポロ 姫路 藤原由美 プリズム 姫路 Ｗoody 三田

藤本祥ニ かきをくらう゛ 大阪 植本 剛 その田卓研 三田 ポパイ 姫路 西川里美 プリズム 姫路 栗林綾子 稲美ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ 加古郡 プリズム 姫路

参加数

第１回　１９９７年（平成９年１０月１９日）　

第３位

（８０人） （９２人） （３８ﾁｰﾑ） （６０人） （１３６人） （４８ﾁｰﾑ）

第２回　１９９８年（平成１０年１０月１８日）　

第３位

（５２人） （７４人） （３０ﾁｰﾑ） （４８人） （１２２人） （４４ﾁｰﾑ）

第３回　１９９９年（平成１１年１０月２４日）　

第３位

（８０人） （１２４人） （４８ﾁｰﾑ） （７４人） （１３７人） （６０ﾁｰﾑ）

第４回　２０００年（平成１２年１０月２２日）　

第３位

（９８人） （１７６人） （６２ﾁｰﾑ） （８２人） （１６０人） （６４ﾁｰﾑ）

第５回　２００１年（平成１３年１０月２１日）　

第３位

（５６人） （１２４人） （３８ﾁｰﾑ） （３０人） （１１２人） （３７ﾁｰﾑ）

第６回　２００２年（平成１４年１０月２０日）　

第３位

（７０人） （８０人） （３８ﾁｰﾑ） （４８人） （１１２人） （５０ﾁｰﾑ）

第７回　２００３年（平成１５年１０月１９日）　

第３位

（８２人） （１０８人） （４０ﾁｰﾑ） （３６人）　*的:くさかんむりに的 （８２人） （３９ﾁｰﾑ）

第９回　２００５年（平成１７年９月１１日）　中止

※衆院解散に伴う総選挙投票日が重なり、残念ながら中止とさせて頂きました。

第８回　２００４年（平成１６年９月１２日）　

第３位

（５６人） （１００人） （３１ﾁｰﾑ） （３４人）　 （１０４人） （３６ﾁｰﾑ）

第１０回　２００６年（平成１８年９月１０日）　

第３位

（５６人） （４８人） （２３ﾁｰﾑ） （１７人）　 （８０人） （２９ﾁｰﾑ）

第１１回　２００７年（平成１９年９月９日）　

第３位

（３４人） （５６人） （１９ﾁｰﾑ） （２２人）　 （１０４人） （３４ﾁｰﾑ）

第１２回　２００８年（平成２０年９月７日）　

第３位

（４８人） （５０人） （２０ﾁｰﾑ） （３２人）　 （１０８人） （３６ﾁｰﾑ）

第１３回　２００９年（平成２１年９月６日）　

第３位

（３６人） （６０人） （２２ﾁｰﾑ） （２０人）　 （６６人） （２８ﾁｰﾑ）

第１４回　２０１０年（平成２２年９月５日）　

第３位

（２４人） （６８人） （２２ﾁｰﾑ） （１６人）　 （３９人） （１６ﾁｰﾑ）

第１５回　２０１１年（平成２３年９月４日）　

第３位

（３１人） （３１人） （１４ﾁｰﾑ） （１７人）　 （４７人） （１７ﾁｰﾑ）

第１６回　２０１２年（平成２４年１１月２３日）　

第３位

（３６人） （８０人） （２６ﾁｰﾑ） （２１人）　 （８０人） （２７ﾁｰﾑ）

Ｍｅｎ'ｓ Ｗｏｍｅｎ'ｓ

個人戦１部 個人戦２部 団体戦 個人戦１部 個人戦２部 団体戦

第１７回　２０１４年（平成２６年１月１３日）　

第３位

（３７人） （４６人） （２１ﾁｰﾑ） （１１人）　 （５０人） （２２ﾁｰﾑ）



【参加者数：累計３１６人　(男子個人戦８３人、女子個人戦６１人、男子団体21ﾁｰﾑ８４人、女子団体22ﾁｰﾑ８８人】　

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 神戸 優　勝 明石

準優勝 稲美 準優勝 明石

神戸 明石

神戸 三木

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 三木

準優勝 稲美 準優勝 明石

稲美 三木

稲美 稲美

順　位 地域 順　位 地域

牧野 樋口 加藤 木原 横山 近藤 前田 大浦

岩崎 小西 岩城 黒田 中日奈 松本 岡田由 飯山

水池 南 細井 野上 栗本 山端 川本 堀口

栗林 今井 常塚 岩本 村田 井上 岡田あ 岡田

第１７回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２６年１月１３日（月・祝日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加３７人） 【女子個人１部】（参加１１人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

加藤　時彦 らく卓 村田　咲紀 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

木原　健児 三村ＴＴＣ 中日奈　歩 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

第３位
和泉　勇真 ＪＡＣ・ＩＮ

第３位
岡田　琴菜 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

岩城　禎 らく卓 田中　里枝 すまいりぃ

決勝戦 決勝戦

加藤　時彦 （ ３－２ ） 木原　健児 村田　咲紀 （ ３－０ ） 中日奈　歩

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

加藤時彦（３－１）和泉勇真 木原健児（３－１）岩城禎 村田咲紀（３－１）岡田琴菜 中日奈歩（３－０）田中里枝

ベスト８
(5)栗林裕司(三村ＴＴＣ)・(6)細井耕平(らく卓)

ベスト８
(5)山本弥季子(すまいりぃ)・(6)堀口淑子(あみん)

(7)黒田基嗣(三村ＴＴＣ)・(8)岩崎陽介(三村ＴＴＣ) (7)横山茉穂(ＡＬＬ ＳＴＡＲ)・(8)無し(予選数により)

【男子個人２部】（参加４６人） 【女子個人２部】（参加５０人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

有本　誠 太子クラブ 多田　実咲季 三木卓球クラブJr

藤本　真志 三村ＴＴＣ 栗本　結有 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

第３位
梶原　諒平 三村ＴＴＣ

第３位
井本　あゆみ 三木卓球クラブJr

西川　直樹 三村ＴＴＣ 川上　鈴代 三村ＴＴＣ

決勝戦 決勝戦

有本　誠 （ ３－２ ） 藤本　真志 多田　実咲季 （ ３－１ ） 栗本　結有

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

有本誠（３－０）梶原諒平 藤本真志（３－１）西川直樹 多田実咲季（３－０）井本あゆみ 栗本結有（３－１）川上鈴代

ベスト８
(5)西岡育雄(高砂卓栄会)・(6)藤原悠人(三村ＴＴＣ)

ベスト８
(5)城田涼花(三木卓球クJr)・(6)大田真実(三木卓球クJr)

(7)森脇陽一(ＫＴＴＣ46)・(8)羽田昌義(自由が丘) (7)大田美奈(三木卓球クJr)・(8)宮永梨沙(三木卓球クJr)

【男子団体の部】（参加：２１チーム８４人）※T×4 【女子団体の部】（参加：２２チーム８８人）　※T×4

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 三村ＴＴＣ(Ａ) 稲美
栗林裕司、岩崎陽介

優　勝 ＡＬＬ ＳＴＡＲ(Ａ) 明石
横山茉穂、中日奈 歩

水池邦彰、牧野祐磨 村田咲紀、栗本結有

準優勝 らく卓 神戸
細井耕平、岩城禎

準優勝 チームＫＣ＋ 明石
川本 泉、岡田由紀子

常塚俊輔、加藤時彦 岡田あゆみ、前田由紀子

第３位

兵庫教育大学 加東市
樋口克樹、小西翔太

第３位

つばき 神戸
松本京子、山端悦子

南　和樹、今井秀平 井上ちづる、近藤小夜美

三村ＴＴＣ(Ｂ) 稲美
木原健児、黒田基嗣

あみん 加古川
大浦幸子、堀口淑子

野上誠人、岩本尚之 岡田茂美、飯山眞也子

決勝戦 決勝戦

三村ＴＴＣ(Ａ) （ ２－１ ） らく卓 ＡＬＬ ＳＴＡＲ(Ａ) （ ２－０ ） チームＫＣ＋

栗林裕司 （ ３－２ ） 細井耕平 中日奈 歩 （ ３－２ ） 岡田あゆみ

岩崎陽介
（ ０－３ ）

岩城　禎 横山茉穂
（ ３－１ ）

岡田由紀子

水池邦彰 常塚俊輔 栗本結有 川本 泉

牧野祐磨 （ ３－１ ） 加藤時彦 村田咲紀 （ 　－　 ） 前田由紀子

（３－１） （３－０） （３－２）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

三村ＴＴＣ Ａ（２－０）兵庫教育大学 らく卓（２－１）三村ＴＴＣ Ｂ ＡＬＬ ＳＴＡＲ Ａ（２－０）つばき チームＫＣ＋（２－１）あみん

（　 －　 ） （３－０） （　 －　 ） （３－２）

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（３－２） （２－３） （３－１） （３－１）

（３－０）



【参加者数：累計４２９人　(男子個人戦１１６人、女子個人戦１０１人、男子団体１０４人、女子団体１０８人】　

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 稲美 優　勝 明石

準優勝 高砂 準優勝 神戸

明石 稲美

高砂 三木

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 明石

準優勝 高砂 準優勝 明石

神戸 加古川

明石 神戸

順　位 地域 順　位 地域

山本 荒川 藤本 坂根翔 佐柄実 瀬下 舟坂 高岡

多田 山下 木原 大下本 堀尾 松田 小林 栗林

井上 金井 田中 坂根修 佐柄若 寺谷 多田 田中里

油谷 永本 黒田 森 三村 岡持 井本 山本（　 －　 ） （３－１） （３－０） （３－２）

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（３－０） （１－３） （０－３） （３－２）

（３－１） （３－１） （３－０） （２－３）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

三卓＆ZOO（２－０）卓栄クラブA 三村TTC A （２－１）おはよう卓球S A 三村ＴＴＣ （２－１） Ｏｕｔ Ｌｅｔ 三卓ジュニア （２－１） すまいりぃ

油谷 翔 （ ３－０ ） 田中冬威 堀尾茉佑 （ ０－３ ） 多田実咲季

多田 徹
（ ２－３ ）

木原健児 佐柄実奈
（ ３－０ ）

舟坂朱里

井上慎也 黒田基嗣 三村梨奈 井本あゆみ

山本卓弥 （ ３－０ ） 藤本真志 佐柄若菜 （ ３－０ ） 小林香恋

坂根翔大、大下本武雄

決勝戦 決勝戦

三卓＆ＺＯＯ （ ２－１ ） 三村ＴＴＣ Ａ 三村ＴＴＣ （ ２－０ ） 三卓ジュニア

加古川
岡持美紀、寺谷友香

金井洋美、永本龍也 松田さゆり、瀬下明子

おはよう卓球Ｓ Ａ 高砂
坂根修司、森 孝一

すまいりぃ 三木
田中里枝、栗林英子、
山本弥季子、高岡早紀、
田中芳美

三木
舟坂朱里、井本あゆみ

黒田基嗣、田中冬威 小林香恋、多田実咲季

第３位

卓栄クラブ Ａ 高砂
荒川和也、山下伸一

第３位

Ｏｕｔ Ｌｅｔ

稲美
佐柄若菜、三村梨奈

井上慎也、油谷翔 堀尾茉佑、佐柄実奈

準優勝 三村ＴＴＣ Ａ 稲美
藤本真志、木原健児

準優勝 三卓ジュニア

優　勝 三卓＆ＺＯＯ 三木
多田 徹、山本卓弥

優　勝 三村ＴＴＣ

【男子団体の部】（参加：２６チーム１０４人） 【女子団体の部】（参加：２７チーム１０８人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

ベスト８
(5)吉田篤史(わんぱくTTC)・(6)小田川雄志(おはよう卓球Ｓ)

ベスト８
(5)鹿乗経子(セシカ)・(6)田中芳実(すまいりぃ)

(7)瀬戸伸一(NKK卓球ｸﾗﾌﾞ)・(8)古門秀敏(おはよう卓球Ｓ) (7)大田真実(三木卓球ク)・(8)田中美貴(おはよう卓球Ｓ)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

合田歩夢（３－０）日野太一 岡本哲也（３－０）赤江泰雅 岡田琴菜（３－２）長谷川千夏 中日奈 歩（３－０）藤城瑞子

決勝戦 決勝戦

合田　歩夢 （ ３－２ ） 岡本　哲也 岡田　琴菜 （ ３－２ ） 中日奈　歩

第３位
日野　太一 ＴＴＣほぼムラタ

第３位
長谷川　千夏 加古川西高校

赤江　泰雅 ＡＬＬ ＳＴＡＲ 藤城　瑞子 ベストフレンド

合田　歩夢 姫路卓研 岡田　琴菜 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

岡本　哲也 卓栄クラブ 中日奈　歩 ＡＬＬ ＳＴＡＲ

【男子個人２部】（参加　８０人） 【女子個人２部】（参加　８０人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

ベスト８
(5)井上慎也(ＺＯＯ)・(6)黒田基嗣(三村ＴＴＣ)

ベスト８
(5)佐柄実奈(三村ＴＴＣ)・(6)松本京子(アーモンド)

(7)森 孝一(おはよう卓球Ｓ)・(8)山本卓弥(三卓) (7)塗木美千代(セシカ)・(8)無し(予選7つの為)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

田中冬威（３－１）木原健児 坂根翔大（３－２）永本龍也 中原亜友美（３－０）三村梨奈 寺崎美弘（３－０）高岡早紀

決勝戦 決勝戦

田中　冬威 （ ３－０ ） 坂根　翔大 中原　亜友美 （ ３－１ ） 寺崎　美弘

第３位
木原　健児 三村ＴＴＣ

第３位
三村　梨奈 三村ＴＴＣ

永本　龍也 卓栄クラブ 高岡　早紀 すまいりぃ

チーム名（所属）

田中　冬威 三村ＴＴＣ 中原　亜友美 曹クラブ

坂根　翔大 おはよう卓球Ｓ 寺崎　美弘 ＣＳ７

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　３６人） 【女子個人１部】（参加　２１人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名

第１６回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２４年１１月２３日（金・祝日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 三田

準優勝 姫路 準優勝 三田

高砂 三木

高砂 三田

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三木 優　勝 姫路

準優勝 三木 準優勝 三木

神戸 明石

神戸 三木

順　位 地域 順　位 地域

松岡 常塚 中野 三浦 渡辺 余越 合田 長岡

井上 山本 油谷 近藤 岡田由 田上 橋田 磯部

堀口 三木 黒田 田居 川本 植野 池上 山本

植本 永本 常塚 田中 岡田茂 中川 西面 藤城（　 －　 ） （ ３－０ ） （　 －　 ） （　 －　 ）

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（ ３－２ ） （ ２－３ ） （３－１） （３－０）

（ ３－２ ） （ ３－２ ） （３－１） （３－０）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

ＺＯＯ(Ａ) （２－０） みどりがめ ＺＯＯ(Ｂ) （２－１） ＪＡＣ・ＩＮ ＫＣ＋ （２－０） ありせＴ.Ｔ.Ｃ その田卓研 （２－０） ベストフレンド

松岡裕志 （ ３－１ ） 常塚輝昌 渡辺佳子 （ ３－１ ） 池上晴美

井上慎也
（ ３－０ ）

油谷翔 岡田由紀子
（ ３－１ ）

西面美優

堀口弘志 黒田陽介 川本泉 橋田菜津子

植本　剛 （ ０－３ ） 中野了輔 岡田茂美 （ ０－３ ） 合田あかり

田居修一、田中崇 長岡康子、磯部妙子

決勝戦 決勝戦

ＺＯＯ(Ａ) （ ２－１ ） ＺＯＯ(Ｂ) ＫＣ＋ （ ２－１ ） その田卓研

明石
田上君子、植野栄子

永本龍也、常塚俊輔 余越須美子、中川江津子

ＪＡＣ・ＩＮ 神戸
三浦弘幸、近藤慎也

ベストフレンド 神戸
山本真由美、藤城瑞子

三田
合田あかり、池上晴美

黒田陽介、油谷翔 橋田菜津子、西面美優

第３位

みどりがめ 高砂
山本卓弥、三木浩嗣

第３位

ありせＴ.Ｔ.Ｃ

明石
三木

渡辺佳子、岡田由紀子

堀口弘志、井上慎也 川本泉、岡田茂美

準優勝 ＺＯＯ(Ｂ) 神戸
常塚輝昌、中野了輔

準優勝 その田卓研

優　勝 ＺＯＯ(Ａ) 神戸
松岡裕志、植本剛

優　勝 ＫＣ＋

【男子団体の部】（参加：１４チーム５６人） 【女子団体の部】（参加：１７チーム６８人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

ベスト８
北村敏裕(セルフィッシュ)・鳥渕敏広(セルフィッシュ)

ベスト８
(5)田中由美(まるくらぶＺ)・(6)霜久美子(姫路ｸﾚﾖﾝ)

鈴木将浩(その田卓研)・増本賀英(セルフィッシュ) (7)磯部妙子(ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ)・(8)長岡康子(ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

二宮 仁（３－０）大北 祐義 塩谷 英雄（３－０）庄司 文人 太田 阿弓(３－１)岡 摩利子 松本 京子(３－２)那須 由紀子

決勝戦 決勝戦

二宮　仁 （ ３－２ ） 塩谷　英雄 太田　阿弓 （ ３－１ ） 松本　京子

第３位
大北　祐義 竜ヶ台クラブ

第３位
岡　摩利子 ＣＯＳＭＯＳ

庄司　文人 セルフィッシュ 那須　由紀子 アーモンド

二宮　仁 遊球 太田　阿弓 姫路クレヨン

塩谷　英雄 遊球 松本　京子 アーモンド

【男子個人２部】（参加　３１人） 【女子個人２部】（参加　４７人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

ベスト８
(5)永本龍也(みどりがめ)・(6)中野了輔(新日鐵広畑)

ベスト８
(5)余越須美子(ありせT.T.C)・(6)糶川恵似子(姫路ｸﾚﾖﾝ)

(7)松岡裕志(ＺＯＯ)・(8)近藤慎也(ＪＡＣ・ＩＮ) (7)永井佐知子(ｼﾙﾌｨｰ)・(8)山本真由美(ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

常塚 輝昌（３－２）三木 浩嗣 霜藤 文哉（３－１）常塚 俊輔 合田 あかり(３－２)多田 涼夏 池上 晴美(３－１)橋田 菜津子

決勝戦 決勝戦

常塚　輝昌 （ ３－０ ） 霜藤　文哉 合田　あかり （ ３－０ ） 池上　晴美

第３位
三木　浩嗣 みどりがめ

第３位
多田　涼夏 三木卓球クラブJr

常塚　俊輔 みどりがめ 橋田　菜津子 その田卓研

チーム名（所属）

常塚　輝昌 新日鐵広畑 合田　あかり その田卓研

霜藤　文哉 シグナル 池上　晴美 その田卓研

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　３２人） 【女子個人１部】（参加　１７人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名

第１５回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２３年９月４日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会

(予選ﾘｰｸﾞの為ランク無し)



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 尼崎 優　勝 神戸

準優勝 神戸 準優勝 三田

高砂 三田

姫路 三田

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 神戸 優　勝 尼崎

準優勝 神戸 準優勝 神戸

三木 神戸

神戸 加古川

順　位 地域 順　位 地域

三木 多田 山田 柴田 池上 多田 塩田 岡田

山本 大西 金井 合田 野々
村

明空 入江 飯山

岩男 金川 山下 寺田 橋田 吉岡 野宮 大浦

常塚 保枝 松野 山本 合田 小脇 片山 堀口

第１４回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２２年９月５日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　２４人） 【女子個人１部】（参加　１６人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

多田　雅輝 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 小脇　瑞穂 華兵卓球

永本　龍也 ＪＡＣ・ＩＮ 池上　晴美 その田卓研

第３位
常塚　俊 みどりがめ

第３位
橋田　菜津子 その田卓研

山本　拓 姫路卓研 合田　あかり その田卓研

決勝戦 決勝戦

多田　雅輝 （ ３－１ ） 永本　龍也 小脇　瑞穂 （ ３－０ ） 池上　晴美

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

多田 雅輝（３－１）常塚 俊 永本 龍也（３－０）山本 拓 小脇 瑞穂(３－１)橋田 菜津子 池上 晴美(３－１)合田 あかり

ベスト８
(5)岩男幸治(みどりがめ)・(6)山田優也(卓栄クラブ)

ベスト８
(5)上林万佑子(姫路卓研)・(6)多田涼夏(三卓Ｊｒ)

(7)保枝守(Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ)・(8)山本卓弥(みどりがめ) (7)冨田彩菜(卓栄クラブ)・(8)吉岡理恵(三卓Ｊｒ)

【男子個人２部】（参加　６８人） 【女子個人２部】（参加　３９人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

藤岡　直也 ＪＯＫＥＲ 金川　美優 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ

中井　崚悟 ＪＯＫＥＲ 藤城　瑞子 ベストフレンド

第３位
羽田　昌義 赤とんぼ

第３位
山本　真由美 ベストフレンド

鈴木　星斗 ＪＯＫＥＲ 宮城　久美子 グリーンポラリス

決勝戦 決勝戦

藤岡　直也 （ ３－０ ） 中井　崚悟 金川　美優 （ ３－２ ） 藤城　瑞子

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

藤岡 直也（３－１）羽田 昌義 中井 崚悟（３－２）鈴木 星斗 金川 美優(３－１)山本 真由美 藤城 瑞子(３－０)宮城 久美子

ベスト８
(5)西岡育雄(高砂卓栄会)・(6)中村隆(高砂卓栄会)

ベスト８
(5)岡田和世(ビズラ)・(6)松本京子(アーモンド)

(7)青木護(高砂卓栄会)・(8)大上祐司(ザ☆ベクトル) (7)松井美恵子(ｱｰﾓﾝﾄﾞ)・(8)磯部妙子(ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞ)

【男子団体の部】（参加：２２チーム８８人） 【女子団体の部】（参加：１６チーム６４人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 みどりがめ 高砂
岩男幸治、山本卓弥

優　勝 その田卓研 三田
合田あかり、橋田菜津子

三木浩嗣、常塚俊 野々村麻由、池上晴美

準優勝 卓栄クラブ 加古川
山下伸一、金井洋美

準優勝 神戸クラブ 神戸
片山久美子、入江美智子

松野修太郎、山田優也 野宮明美、塩田靖子

第３位

Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 尼崎
保枝守、大西義光

第３位

三卓Jr＆華兵卓球 三木
小脇瑞穂、吉岡理恵

多田雅輝、金川美優 明空美希、多田涼夏

姫路卓研Ａ 姫路
合田基樹、寺田和正

あみん 三木
岡田茂美、大浦幸子

柴田愛洋、山本拓 堀口淑子、飯山眞也子

決勝戦 決勝戦

みどりがめ （ ２－１ ） 卓栄クラブ その田卓研 （ ２－０ ） 神戸クラブ

常塚 俊 （ ０－３ ） 山田 優也 合田　あかり （ ３－０ ） 塩田 靖子

山本 卓弥
（ ３－０ ）

金井 洋美 橋田　菜津子
（ 　－　 ）

入江 美智子

岩男 幸治 山下 伸一 野々村　麻由 野宮 明美

三木 浩嗣 （ ３－０ ） 松野 修太郎 池上 晴美 （ ３－１ ） 片山 久美子

（ ３－０ ） （ ０－３ ） （ ３－１ ）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

みどりがめ（２－１）ＴＤＳちゃぶ 卓栄クラブ（２－０）姫路卓研Ａ その田卓研（２－１）三卓Jr＆華兵卓球 神戸クラブ（２－１）あみん

（ ３－０ ） （　 －　 ） （ ３－２ ） （ ３－２ ）

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（ ０－３ ） （ ３－０ ） （ ３－２ ） （ ２－３ ）

（ ３－０ ）



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 三田

準優勝 姫路 準優勝 姫路

姫路 三田

高砂 三田

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 三田

準優勝 高砂 準優勝 姫路

姫路 三田

姫路 三木

順　位 地域 順　位 地域

庄(祐)　 藤山 荒川(翔) 森  池上 渡辺 近藤 藤谷

庄(克) 田坂 金井 山本  合田 入江 大西 高木

小坂 上石 荒川(和) 岩男  前瀧(美) 野宮 岡田 岡田

岩本　　 山田 松野 三木  前瀧(初) 川本 高部 姫野

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（３－１） （３－０） （３－０）

（３－１） （０－３）

（ ３－１ ） （０－３） （３－２）

岩本和之、庄 祐平

小坂紘平、庄 克紀

上石英毅、田坂謙二

山田仁士、藤山政信

（３－０） （３－２）

岩本 和之　　 松野 修太郎

荒川 和也

（３－１）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

川卓（２－０）ｽﾍﾟｼｬﾙW Ａ 卓栄クラブＡ（２－１）みどりがめ その田卓研Ａ（２－０）アクアマリン プリズム（２－１）ＫＴＩ三木

池上 玲子 （ ３－１ ） 高部 加奈子

庄 祐平
（ ３－０ ）

金井 博美 前瀧 美音
（ ０－３ ）

田中 早弥

庄 克紀　 合田 あかり 岡田 典子

小坂 紘平　　 （ ３－１ ） 荒川 翔一 前瀧 初音 （ ３－０ ） 近藤 久美子

決勝戦 決勝戦

（ ２－０ ）川　卓　　 卓栄クラブＡ （ ２－１ ）その田卓研Ａ プリズム

第３位

ｽﾍﾟｼｬﾙｳｨｰｸＡ 大阪

みどりがめ 高砂

アクアマリン

ＫＴＩ三木
岩男幸治、山本卓弥

森孝一、三木浩嗣

準優勝

第３位

神戸
入江美智子、野宮明美

渡辺佳子、川本泉

三木

田中早弥、大西有美、岡
田典子、高部加奈子、近
藤久美子

岡田美保、前田由紀子、
藤谷千穂、姫野かおり、
高木美佳

三田
前瀧初音、前瀧美音

池上玲子、合田あかり

準優勝 卓栄クラブＡ 加古川
松野修太郎、金井博美

荒井和也、荒井翔一
プリズム 姫路

優　勝 川卓 姫路 優　勝 その田卓研Ａ

【男子団体の部】（参加：２２チーム８８人） 【女子団体の部】（参加：２８チーム１１２人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

ベスト８
(5)藤山政信(ｽﾍﾟｼｬﾙｳｨｰｸ)・(6)西岡育雄(高砂卓栄会)

ベスト８
(5)佐藤政子(COSMOS)・(6)坂野登志子(MMTT)

(7)鈴木星斗(小浜ｸﾗﾌﾞJr)・(8)宮崎伸敏(その田卓研) (7)安部文子(フォルテ)・(8)上林亜佐恵(姫路卓研)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

　山本 （３－１） 名村 佐瀬 （３－０） 三好 池上 茉穂（３－０）野々村麻由 横山 茉穂（３－０）多田 涼夏

決勝戦 決勝戦

山本　拓 （ ３－０ ） 佐瀬　一樹 池上　晴美 （ ３－２ ） 横山　茉穂

第３位
三好　良一 ＭＲＦ

第３位
野々村　麻由 その田卓研

名村　省吾 姫路卓研 多田　涼夏 三木卓球クラブJr

山本　拓 姫路卓研 池上　晴美 その田卓研

佐瀬　一樹 高砂卓研 横山　茉穂 姫路卓研

【男子個人２部】（参加　６０人） 【女子個人２部】（参加　６６人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

ベスト８
(5)山田仁士(ｽﾍﾟｼｬﾙｳｨｰｸ)・(6)岩崎陽介(松本クラブ)

ベスト８
(5)大西有美(プリズム)・(6)合田あかり(その田卓研)

(7)山本卓弥(みどりがめ)・(8)橋本啓嗣(松本クラブ) (7)近藤久美子(プリズム)・(8)高部加奈子(プリズム)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

庄 祐平（３－１）岩本 和之 小坂 紘平　（３－１）森 孝一 池上 玲子（３－０）前瀧 美音 岡田 典子（３－１）前瀧 初音

決勝戦 決勝戦

庄　祐平 （ ３－１ ） 小坂　紘平 池上　玲子 （ ３－２ ） 岡田　典子

第３位
岩本　和之 川卓

第３位
前瀧　美音 その田卓研

森　孝一 みどりがめ 前瀧　初音 その田卓研

チーム名（所属）

庄　祐平 川卓 池上　玲子 その田卓研

小坂　紘平 川卓 岡田　典子 プリズム

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　３６人） 【女子個人１部】（参加　２０人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名

第１３回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２１年９月６日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 高砂 優　勝 三田

準優勝 姫路 準優勝 姫路

姫路 神戸

姫路 三田

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 伊丹 優　勝 姫路

準優勝 三木 準優勝 姫路

三木 姫路

小野 三木

順　位 地域 順　位 地域

三木 栗林 井上 岩崎 池上　 谷口 近藤 大浦

山本 佐々木 岩本 北井 前瀧(美) 森崎 田中 堀口

岩男 横山 庄 大本 合田 田松 岡田 藤田

森 福岡 小坂 瀧澤 前瀧(初) 小坂 大西 小野

岡田　典子

後　　　援

第１２回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成２０年９月７日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会

三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社

川卓

協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　４８人） 【女子個人１部】（参加　３２人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

神代　泰一郎 卓栄クラブ 池上　玲子 その田卓研

プリズム

第３位
三浦　正義 新日鐵

第３位

岩本　和之

（ ３－１ ） 岩本　和之 池上　玲子 （ ３－２ ） 岡田　典子

木村卓球クラブ

井上　湧介 川卓 前瀧　初音 その田卓研

岡﨑　智美

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

神代（３－１）三浦 岩本（３－０）井上 池上（３－１）岡﨑 岡田（３－０）前瀧

決勝戦 決勝戦

神代　泰一郎

ベスト８
(5)佐々木弘行(緑の館)・(6)岩崎陽介(かもめクラブ)

ベスト８
(5)近藤久美子(プリズム)・(6)丸田佳苗(姫路卓研)

(7)福岡亘二(緑の館)・(8)森孝一(みどりガメ) (7)前瀧美音(その田卓研)・(8)堀口淑子(あみん)

【男子個人２部】（参加　５０人） 【女子個人２部】（参加　１０８人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

森崎　由衣 アスナロ

保枝　守 Ｔ.Ｄ.Ｓちゃぶ 横山　有沙 姫路卓研

第３位
幅田　靖弘 緑の館

第３位

尾部　悠一郎 緑の館

小坂　紗代 アスナロ

坂田　裕樹 オベロン 矢内　祐美 緑の館

決勝戦 決勝戦

保枝　守 （ ３－２ ） 尾部　悠一郎 横山　有沙 （ ３－１ ） 森崎　由衣

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

保枝（３－０）幅田 尾部（３－０）坂田 横山（３－０）小坂 森崎（３－１）矢内

ベスト８
(5)柴田愛洋(姫路卓研)・(6)鈴木星斗(小浜クラブＪｒ)

ベスト８
(5)大西郁子(クレッシェンド)・(6)青山睦子(グループみき)

(7)平沙直也(東洋大姫路)・(8)山本拓(姫路卓研) (7)上林亜佐恵(姫路卓研)・(8)池上晴美(その田卓研)

【男子団体の部】（参加：２０チーム８０人） 【女子団体の部】（参加：３６チーム１４４人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 その田卓研Ａ 三田
池上玲子、前瀧初音

前瀧美音、合田あかり
優　勝 みどりガメ 高砂

岩男幸治、山本卓弥

森孝一、三木浩嗣

準優勝 川卓 姫路
岩本和之、庄 祐平

小坂紘平、井上湧介
準優勝 プリズム

アスナロ

姫路
田中早弥、大西有美

岡田典子、近藤久美子

姫路
谷口萌笑、田松麻衣

森崎由衣、小坂沙代
第３位

緑の館Ａ 三木

かもめクラブ 三木

第３位

横山誠也、福岡亘二

佐々木弘行、栗林裕司

岩崎陽介、松田晋一、
瀧澤友悠、北井健太、
大本徹

その田卓研 プリズム

あみん 加古川
藤田喜代子、大浦幸子

小野峰子、堀口淑子

森　 （ ３－２ ） 井上 池上　　

決勝戦 決勝戦

（ ２－０ ）みどりガメ 川卓 （ ２－０ ）

（ ３－０ ） 近藤

山本
（ ３－１ ）

岩本 前瀧(美)
（ ３－２ ）

田中

岩男 庄 合田　　 岡田

三木 （　 － 　） 小坂 前瀧(初) （ ３－０ ） 大西

（ ３－１ ） （ ３－０ ） （ ３－０ ） （ ３－０ ）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

みどりガメ（２－０）緑の館Ａ 川卓（２－１）かもめクラブ その田卓研（２－１）アスナロ プリズム（２－０）あみん

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（ ３－０ ） （ ３－０ ）

（ ３－２ ） （ １－３ ） （ １－３ ） （ ３－０ ）



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 三田

準優勝 高砂 準優勝 三田

高砂 姫路

三田 姫路

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 姫路

準優勝 神戸 準優勝 神戸

神戸 加古川

神戸 明石

順　位 地域 順　位 地域

妹尾 佐々木 田居 山本 吉岡　　 那須 高部 谷口

篠藤(幸) 横山 安井 福岡 池上 松井 岡田 田中

篠藤(亮) 福永 田中 大下本 前瀧(初) 青山 大西 坂本

松岡 鳥居 近藤 内山 前瀧(美) 武久 田中 筒井

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（３－０） （３－１） （　－　） （　－　）

（１－３） （０－３） （３－０） （３－０）

（３－０） （３－２） （３－０） （３－０）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

その田卓研（２－１）緑の館 キャタピラー（２－１）チャコシ その田卓研（２－０）グループみき プリズム（２－０）フリーダム

松岡　　 （　－　） 近藤 前瀧(美) （ ３－１ ） 田中

篠藤(幸)
（ ３－１ ）

田中 池上　　
（ ３－１ ）

大西

妹尾　　 田居 前瀧(初) 岡田

プリズム

篠藤(亮) （ ３－０ ） 安井 吉岡　　 （ １－３ ） 高部

神戸
谷口利子、筒井匡代

坂本真由美、田中京子

決勝戦 決勝戦

（ ２－０ ）その田卓研 キャタピラー （ ２－１ ）その田卓研Ａ

第３位

緑の館 神戸

チャコシ 高砂

グループみき

フリーダム

高部加奈子、大西有美

岡田典子、田中早弥

大下本竜二、福岡利安

内山祐司、山本卓弥

横山誠也、足立一博
佐々木弘行、西山基次
福永貴之、鳥井勇介

準優勝

第３位

三木
青山睦子、松井美恵子

武久哲子、那須由紀子

三田
前瀧初音、前瀧美音

池上玲子、吉岡理恵

準優勝 キャタピラー 明石
田中崇士、安井英男

近藤慎也、田居修一
プリズム 姫路

優　勝 その田卓研 三田
篠藤幸紘、妹尾昌宏
篠藤亮史、松岡努

優　勝 その田卓研Ａ

【男子団体の部】（参加：１９チーム７６人） 【女子団体の部】（参加：３４チーム１３６人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

ベスト８
(5)橋本慶一(ドライケチャップ)・(6)森悠輝(エイシン)

ベスト８
(5)森崎由衣(アスナロ)・(6)細山田晴香(姫路卓研)

(7)田中冬威(三村ＴＴＣ)・(8)今村孝仁(東条クラブ) (7)横山有沙(姫路卓研)・(8)武久哲子(グループみき)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

島田 （３－１） 鳥居 山西 （３－０） 福永　 谷口 （３－１）白濱 長舩 （３－０） 岡

決勝戦 決勝戦

島田　孝拓 （３－０） 山西　聡 谷口　萌笑 （３－２） 長舩　洋子

第３位
鳥居　勇介 緑の館

第３位
白濱　遥 加古川西高校

福永　貴之 緑の館 岡　摩利子 ＣＯＳＭＯＳ

島田　孝拓 姫路卓研 谷口　萌笑 アスナロ

山西　聡 ドライケチャップ 長舩　洋子 緑の館

【男子個人２部】（参加　５６人） 【女子個人２部】（参加　１０４人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

ベスト８
(5)岩本和之(川卓)・(6)庄 祐平(川卓)

ベスト８
(5)高部加奈子(プリズム)・(6)橋本真紀(ﾄﾞﾗｲｹﾁｬｯﾌﾟ)

(7)山崎哲治(ワンダフル)・(8)山本卓弥(チャコシ) (7)池上玲子(その田卓研)・(8)前瀧美音(その田卓研)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

篠藤(亮)（３－０）大下本 内山（３－０）篠藤(幸) 前瀧 （３－０） 永野 篠藤 （３－０） 田松

決勝戦 決勝戦

篠藤　亮史 （ ３－０ ） 内山　祐司 前瀧　初音 （ ３－２ ） 篠藤　香穂里

第３位
大下本　竜二 チャコシ

第３位
永野　真弓 姫路卓研

篠藤　幸紘 その田卓研 田松　杏奈 アスナロ

チーム名（所属）

篠藤　亮史 その田卓研 前瀧　初音 その田卓研

内山　祐司 チャコシ 篠藤　香穂里 その田卓研

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　３４人） 【女子個人１部】（参加　２２人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名

第１１回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１９年９月９日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 明　石 優　勝 姫　路

準優勝 明　石 準優勝 姫　路

明　石 姫　路

高　砂 三　田

順　位 地域 地域

優　勝 姫　路 優　勝 姫　路

準優勝 神　戸 準優勝 姫　路

三　木 姫　路

神　戸 明　石

順　位 地域 順　位 地域

三浦 藤本 田中 合田 陳 池上玲 吉岡 岡田

清水 佐藤 平野 崎本 前田 池上晴 中前 井上

川平 横山 百々 斉藤 片山 岸本 前瀧 小沢

西井 岩崎 西川 笠波 新谷 前瀧 島田 佐藤

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

（３－２）　 （３－０） （　－　） （　－　）

（３－２） （３－１） （３－０） （３－１）

（２－３） （０－３） （３－０） （３－０）

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

エイシン（２－１）ルーキー ＫＩＤ｀ｓα （２－１）シグナル 陳Ｔ．Ｔ．Ｃ（２－０）その田卓研Ｂ その田卓研Ａ（２－０）　北クラブ

三浦 （３－０） 福田 新谷 （０－３） 島田

川平
（０－３）

西川 前田
（３－１）

中前

清水 百々 片山 前瀧

西井 （３－１） 田中 陳 （３－０） 吉岡

佐藤正子・小沢律子

決勝戦 決勝戦

（　２　－　１　）エイシン ＫＩＤ｀ｓα （２－０）陳Ｔ．Ｔ．Ｃ その田卓研田Ａ

笠波英二・合田基樹

斉藤亮二・崎本尊司

第３位

その田卓研Ｂ 三　田
池上玲子・池上晴美

前瀧美音・岸本理梨香

北クラブ 神　戸
岡田茂美・井上直美

三　田
吉岡理恵・中前友莉恵

島田真理子・前瀧初音

第３位

ルーキー 三　木
佐藤鉄次・藤本海統

岩崎陽介・横山誠也

シグナル 姫　路

神　戸
陳　麗萍・前田順子

新谷由美・片山久美子

準優勝 ＫＩＤ｀ｓα 姫　路
西川翔・百々彩人・福田知治

・平野和也・田中真志
準優勝 その田卓研Ａ

優　勝 エイシン 明　石
西井英貴・三浦弘幸・清水祥
子・川平一人

優　勝 陳Ｔ．Ｔ．Ｃ

【男子団体の部】（参加：２３チーム　９２人） 【女子団体の部】（参加：２９チーム　１１６人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

ベスト８
(5)中島光基（平櫨）・(6)向井亮馬（有馬高校）　

ベスト８
(5)青木睦子（グループみき）・(6)坂本雅子（てんとうむし）　

(7)西口寛泰(平櫨)・(8)和田　　（加古川ＫＣＪ） (7)上林亜佐恵（姫路卓研）・(8)羽田千幸（オリーブ）　

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

桜井（３－０）澤田 白木（３－０）横山　 丸田（３－０）大下（菜） 大下（祐）（３－０）井上

決勝戦 決勝戦

桜井　励央 （　３　－　０　） 白木　章夫 丸田　佳苗 （　３　－　０　） 大下　祐香

第３位
澤田　衆介 Ｍ　Ｊ

第３位
大下　菜々美 ＫＩＤ｀ｓα

横山　正貴 平　櫨 井上　直美 フォーチュン

桜井　励央 姫路卓研 丸田　佳苗 姫路卓研

白木　章夫 神戸北クラブ 大下　祐香 ＫＩＤ｀ｓα

【男子個人２部】（参加　４８人） 【女子個人２部】（参加　８０人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

ベスト８
(5)是津尚人（チャコシ）・(6)佐藤鉄次（その田卓研）　

ベスト８
(5)吉岡理恵（三卓ｊｒ）・(6)末盛好江（ＭＧＢＳ）

(7)藤本海統（その田卓研）・(8)田中真志（ＫＩＤ｀ｓα） (7)前瀧美音（その田卓研）・(8)内海眞壽美（オリーブ）　

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

西井（３－２）三浦 近藤（３－０）大下本 高部（３－２）大西 岡田（３－２）池上

決勝戦 決勝戦

西井　英貴 （　　３　－　２　　） 近藤　慎也 高部　加奈子 （　３　－　０　） 岡田　典子

第３位
三浦　弘幸 エイシン

第３位
大西　有美 プリズム

大下本　竜二 チャコシ 池上　玲子 その田卓研

チーム名（所属）

西井　英貴 エイシン 高部　加奈子 プリズム

近藤　慎也 ＪＡＣ・ＩＮ 岡田　典子 プリズム

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　５６人） 【女子個人１部】（参加　１７人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名

第１０回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１８年９月１０日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会



第９回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１７年９月１１日（日）

場　　　所 ※衆院解散に伴う総選挙投票日が重なり、残念ながら中止とさせて頂きました。
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 姫路

準優勝 高砂 準優勝 神戸

三田 姫路

神戸 神戸

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 神戸 優　勝 三田

準優勝 三木 準優勝 姫路

姫路 三木

神戸 三田

順　位 地域 順　位 地域

岡田 山村 黒田 西井 山本 照井 山下 平井

藤川 金光 有本 橋本 井上 坂口 新 角

井上 南 永島 深井 名和 篠藤 尾立 渡辺

植本 別所 牛尾 三浦 福留 島田 姫野 上原

第８回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１６年９月１２日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会・神戸新聞社
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　５６人） 【女子個人１部】（参加　３４人）　

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

岡田　真治 カットマン 福留 　真代 市川高校

内山　祐司 ちゃこりがめ 姫野 かおり 小浜クラブ

第３位
藤川　洋介 カットマン

第３位
岡田 　典子 プリズム

江崎　道弘 ＴＴＳタカハシ 山下　 夕紀 小浜クラブ

決勝戦 決勝戦

岡田　真治　 ３－１ 内山　祐司　 福留真代　 ３－０ 姫野かおり　

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

岡田真治　３－２　藤川洋介 内山祐司　３－０　江崎道弘　 福留真代　３－０　岡田典子 姫野かおり　３－１　山下夕紀

ベスト８
(5)西井英貴（育卓会）・(6)黒田陽介（さつきｸﾗﾌﾞ）　

ベスト８
(5)新　千央（小浜ｸﾗﾌﾞ）・(6)大西有美（プリズム）　

(7)山本卓弥（ビリーブ）・(8)三浦弘幸（育卓会）　 (7)野宮明美（きらっと）・(8)照井菜美(その田卓研)

【男子個人２部】（参加　１００人） 【女子個人２部】（参加　１０４人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

山口　泰正 小浜クラブ 坂口 あかり その田卓研

小川　真治 ＭＪ 田松   杏奈 斑鳩ＫＩＤ'Ｓ

第３位
橋本　圭佑 姫路卓研

第３位
松井 美恵子 グループみき

加地　哲志 ＯＢＣ 篠藤 香穂里 その田卓研

決勝戦 決勝戦

山口泰正 ３－１ 小川真治 坂口 あかり ３－２ 田村   杏奈

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

山口泰正　３－０　橋本圭佑 小川真治　３－１　加地哲志　 坂口あかり ３－０ 松井美恵子 田村杏奈 ３－１ 篠藤香穂里

ベスト８
(5)土谷貞雄（遊球）・(6)上田和弘（ビリーブ）

ベスト８
(5)青山睦子(ｸﾞﾙｰﾌﾟみき)・(6)岩国よしこ(ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽ)　

(7)大井雅典（姫路卓研）・(8)柴田孝絋（姫路卓研） (7)塚元由香利(市川高校)・(8)永野真弓(姫路卓研)　

【男子団体の部】（参加：３１チーム　１３５人） 【女子団体の部】（参加：３６チーム　１５５人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 カットマン 三田
岡田真治、植本　剛、
藤川洋介、井上慎也

優　勝 市川高校 姫路
山本佳奈、井上準子

名和優美、福留真代

準優勝 さつきクラブ 姫路
黒田陽介、牛尾裕司

準優勝 小浜クラブ 神戸
新　千央、姫野かおり

永島勇人、有本尚之 尾立香奈子､山下夕紀

第３位

育卓会 神戸
西井英貴、三浦弘幸

第３位

その田卓研 三田
照井菜美､坂口あかり

橋本和幸、深井文司 篠藤香穂里､島田真理子

龍卓会 姫路
金光雅人、南　達也

つばさ 明石
平井京子、角　絵津子

山村　靖、別所宏司 渡辺佳子、上原信子

決勝戦 決勝戦

カットマン ２　－　０ さつきクラブ 市川高校 ２　－　１ 小浜クラブ

植本　剛 ２－２ 黒田陽介 山本佳奈 ３－０ 新　千央

藤川洋介
３－１

有本尚之 井上準子
２－３

姫野かおり　

井上慎也 永島勇人 名和優美 尾立香奈子

岡田真治 ３－０ 牛尾裕司 福留真代 ３－１ 山下夕紀

３―１ ２―３ ０―３

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

カットマン ２－０ 龍卓会 さつきクラブ ２－０ 育卓会 市川高校　２－１　その田卓研 小浜クラブ　２－１　つばさ

― ― ３―０ ３―０

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

３―２ ３―１ ３―１ ３―０

３―１



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 神戸 優　勝 神戸

準優勝 三田 準優勝 神戸

明石 明石

三田 神戸

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 明石 優　勝 姫路

準優勝 明石 準優勝 神戸

神戸 加古川

明石 三田

順　位 地域 順　位 地域

李 山口 南澤 藤森 王 大井 辻本 照井

加 山 閏 西井 木原 森田 野中 清水 島田

森田稔 高山 三浦 三村 酒井 大西 井本 坂口

森田倖 植田 常塚 黒田 夏 河野 木村 篠藤

第７回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１５年１０月１９日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館・サンライフ三木
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　８２人） 【女子個人１部】（参加　３６人）　*的:くさかんむりに的

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

西井　英貴 たまりん倶楽部 夏　　的娜* 華兵クラブ

岡田　真治 植物物語 王　　暁婷 華兵クラブ

第３位
藤森　勇貴 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ

第３位
野中　愛子 明星クラブ

岡田　恭治 その田卓研 辻本　ゆかり たまりん倶楽部

決勝戦 決勝戦

西井　英貴 ３－１ 岡田　真治 夏 的娜 ３－２ 王　暁婷

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

岡田真治 ３－２ 岡田恭治 西井英貴 ３－１ 藤森勇貴 夏 的娜 ３－０ 野中愛子 王　暁婷 ３－２ 辻本ゆかり

ベスト８
照井寿雄（その田卓研）・李　東升（華兵卓球）

ベスト８
清水祥子（たまりん倶楽部）・河野沙織（明星クラブ）

林　直樹（植物物語）・井形一城（大阪経済大学） 杉田　史（市神港高校）･照井菜美（その田卓研）

【男子個人２部】（参加　１０８人） 【女子個人２部】（参加　８２人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

藤井　　誠 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 定国　りえ ピンポンＫＩＤ'Ｓ

杉本　一生 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 佐藤　ゆかり トライ２１

第３位
三嶋　基史 小浜クラブ

第３位
浮津　静江 シフォン

清水　亮人 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 篠藤　香穂里 その田卓研

決勝戦 決勝戦

藤井　誠 ３－１ 杉本一生 定国りえ ３－０ 佐藤ゆかり

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

杉本一生 ３－０ 清水亮人 藤井　誠 ３－１ 三嶋基史 定国りえ ３－０ 浮津静江 佐藤ゆかり ３－２ 篠藤香穂里

ベスト８
吉田昌哉（兵庫ゲッツ）・羽田昌義（岩岡ｽﾎﾟｰｯｸﾗﾌﾞ）

ベスト８
岡　摩利子（ルミナス）・坂口あかり（その田卓研）

安福英樹（岩岡ｽﾎﾟｰｯｸﾗﾌﾞ）・大井雅典（姫路卓研） 松村恭子（大久保ｺﾐｾﾝ）・柳内茜（ピンポンKID'S）

【男子団体の部】（参加：４０チーム　１６０人） 【女子団体の部】（参加：３９チーム　１５６人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 華兵卓球 神戸
加山兵伍､李東升､森田

忠､野村亮介
優　勝 華兵卓球 神戸

森田登志子､酒井里佳

準優勝 たまりん倶楽部 神戸
南澤秀昭､西井英貴､丹羽

準優勝 たまりん倶楽部 神戸
辻本ゆかり､木村詳穂､
清水祥子､井本真由
美、菅原まり子功､三浦弘幸､常塚俊輔

第３位

明星クラブ 明石
閏恕、高山英樹

第３位

明星クラブ 明石
大西美芳､河野沙織

植田清仁、山口真寛 野中愛子､大井友賀

三村Ｔ.Ｔ.Ｃ(A) 明石
三村知己、木原博生

その田卓研 三田
照井菜美､篠藤香穂里

黒田基嗣、藤森勇貴 島田真理子､坂口あかり

決勝戦 決勝戦

華兵卓球 ２－１ たまりん倶楽部 華兵卓球 ２－１ たまりん倶楽部

李　東升 　３－０　 西井英貴 王　　暁婷 　３－１ 辻本ゆかり

森田倖平
　１－３　

常塚俊輔 森田登志子
１－３

木村詳穂

森田稔正 南澤秀昭 酒井　里佳 菅原まり子

加山兵伍 ３－０ 三浦弘幸 夏　　的娜 ３－０ 清水祥子

３―１ ０―３ ３―０

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

華兵卓球 ２－０ 明星クラブ たまりん倶楽部２－１三村Ｔ.Ｔ.Ｃ(A) 華兵卓球 ２－１ 明星クラブ たまりん倶楽部 ２－０ その田卓研

― ３―０ ３―１ ―

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

３―１ ０―３ ３―０ ３―０

３―１



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 明石

準優勝 高砂 準優勝 明石

姫路 神戸

高砂 明石

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 氷上 優　勝 小野

準優勝 東条 準優勝 小野

神戸 三木

三木 三田

順　位 地域 順　位 地域

森 荒川 藤本 木村 岡田 木村 大西 白井

山本 井本 植本 荒河(正) 立木 清水 永尾 長瀬

岩男 寺口 岡田 常塚 上村 井本 塚元 松山

澤 南澤 西田 荒河(哲) 川本 安井 平川 上野

第６回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１４年１０月２０日（日）
場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館・サンライフ三木
主　　　催 三木市卓球協会
後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会
協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加　７０人） 【女子個人１部】（参加４８人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

西田　光宏 その田卓研 上野　順子 小浜クラブ

岩男　幸冶 みどりがめ 白井　直美 小浜クラブ

第３位
山村　　靖 龍卓会

第３位
新　　千央 卓神会

澤　　英俊 みどりがめ 松山　裕子 小浜クラブ

決勝戦 決勝戦

西田光宏 ３－１ 岩男幸冶 上野順子 ３－１ 白井直美

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

岩男幸治 ３－０ 澤　英俊 西田光宏 ３－２ 山村　靖 上野順子 ３－０ 新　千央 白井直美 ３－０ 松山裕子

ベスト８
井手　毅（東条卓同会）・南澤秀昭（ＴＴＳタカハシ）

ベスト８
三橋りえ（兵庫商業高校）・大西美加（市川高校）

森　孝一（みどりがめ）・常塚俊輔（ＴＴＳタカハシ） 　長瀬正子（小浜クラブ）･新谷由美（春日台）

【男子個人２部】（参加　８０人） 【女子個人２部】（参加　１１２人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

大崎　訓史 うさぎクラブ 前田　由紀子 きよたにくらぶ

橋本　福見 東条卓同会 友重　歩美 きよたにくらぶ

第３位
佐藤　博之 小浜クラブ

第３位
那須　由紀子 自由が丘

羽田　昌義 青山卓球クラブ 竹村　小春 その田卓研

決勝戦 決勝戦

大崎訓史 ３－０ 橋本福見 前田由紀子 ３－０ 友重歩美

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

大崎訓史 ３－０ 羽田昌義 橋本福見 ３－１ 佐藤博之 前田由紀子 ３－２ 竹村小春 友重歩美 ３－０ 那須由紀子

ベスト８
栗林祐司（松本クラブ）・山口泰正（小浜クラブ）

ベスト８
金丸（セルフィッシュ）・永尾弥季子（市川高校）

平松勝門（西神クラブ）・三嶋基史（小浜クラブ） 上田きよ子（コスモ）・法田知子（グリーングラス）

【男子団体の部】（参加：　３８チーム　１６０人） 【女子団体の部】（参加：　５０チーム　　２２０人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 その田卓研Ｂ 三田
藤本雄大、西田光宏

優　勝 ピンポンパン 姫路
岡田幸希子、立木綾子

岡田真治、植本剛 川本泉、上村浩子

準優勝 みどりがめ 高砂
山本卓弥、岩男幸治

準優勝 市川高校 姫路
大西美加、平川里映子

森　孝一、澤　英俊 永尾弥季子、塚元由香利

第３位

Ｔ.Ｔ.ＳタカハシＢ 神戸
荒川翔一、南澤秀昭

第３位

小浜クラブ 明石
上野順子、白井直美

井本真一、寺口裕也 松山裕子、長瀬正子

Ｔ.Ｔ.ＳタカハシＡ 神戸
荒河正美、荒河哲史

木村卓球クラブ 神戸
木村詩穂、清水祥子、安井

常塚俊輔、木村哲也 愛、中田和美、井本まゆみ

決勝戦 決勝戦

その田卓研Ｂ　　２　－　１　　みどりがめ　　 ピンポンパン　　２　－　０　市川高校　　　

藤本雄大 ３　－　１ 森　孝一 岡田幸希子 ３　－　１ 大西　美加

植本　剛
１　－　３

山本卓弥 立木　綾子
３　－　１

永尾弥季子

西田光宏 岩男幸治 上村　浩子 塚元由香利

岡田真治 ３　－　２ 澤　英俊 川本　　泉 － 平川里映子

３　―　１ ２　―　３ ０　―　３

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

みどりがめ ２－０ TTSタカハシB その田卓研Ｂ ２－０ TTSタカハシA ピンポンパン ２－１ 木村卓球ｸﾗﾌﾞ 市川高校　２－１　小浜クラブ

― ― ３　―　０ ３　―　１

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

３　―　２ ３　―　１ ３　―　１ ３　―　１

３　―　０



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 姫路 優　勝 姫路

準優勝 加古川 準優勝 姫路

神戸 姫路

三田 姫路

藤森 江崎 黒田 照井 高尾 大西 藤谷 上原

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 明石

準優勝 加古川 準優勝 明石

姫路 神戸

加古川 神戸

松本 藤本 上角 藤森 新 中瀬 平川 宮田

順　位 地域 順　位 地域

森　孝一 江崎道弘 岡田恭治 西尾公秀 山下夕紀 井上 山本歩 上原明美

山本卓弥 小川貴嗣 佐藤鉄次 是津尚人 姫野かおり 十河美希 岩崎久美子 岩崎瑛里香
岩男幸治 井本真一 照井寿雄 近藤義昭 田中麻里子 井上 玉田さやか 木村史沙

内山祐司 木村哲也 照井雄太 大下本竜二 藤谷千穂 新ちひろ 高尾恵里 岡千与美

第５回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１３年１０月２１日（日）

場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館

主　　　催 三木市卓球協会

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会

協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加５６人） 【女子個人１部】（参加３０人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

藤森　勇貴 東洋大姫路高校 高尾　恵里 東洋大姫路高校

黒田　陽介 ＴＥＡＭマイケル 藤谷　千穂 市川高校

第３位
江崎　道弘 Ｔ.Ｔ.Ｓタカハシ

第３位
大西　有美 播磨高校

照井　寿雄 その田卓研 上原　明恵 市川高校

決勝戦 決勝戦

藤森勇貴 ３　－　１ 黒田陽介 高尾恵里 ３　－　２ 藤谷千穂

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

３－２ ３－１ ３－０ ３－０

ベスト８
内山祐司（ミドリガメ）　　・　　三浦弘幸（ドラエモン）

ベスト８
岡 千与美（市川高校）　・　木村吏沙（市川高校）

照井雄太（その田卓研）　・　森　　孝一（ミドリガメ） 　山下夕紀（市川高校）　･　田中麻里子（市川高校）

【男子個人２部】（参加１２４人） 【女子個人２部】（参加１１２人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

松本　幸徳 その田卓研 新　　　千央 小浜卓球スクール

上角　嘉孝 ＴＥＡＭマイケル 平川　理映子 小浜卓球スクール

第３位
藤本　憲明 シグナル

第３位
中瀬　富美代 セルフィッシュ

藤森　和也 三村Ｔ.Ｔ.Ｃ 宮田　冨士子 木曜会

決勝戦 決勝戦

松本幸徳 ３　－　１ 上角嘉孝 新　千央 ３－１ 平川理映子

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

３－１ ３－２ ３－０ ３－０

ベスト８：
田代（三村ＴＴＣ）　・　藤井誠（小野工業高校）

ベスト８：
川上　瞳（播磨高校）　・　坂野潤子（スーパーどーも君）

杉本（三村ＴＴＣ）　・　横山誠也（小野高校） 那須由紀子（三木自由が丘）　・　田原めぐみ（スーパーどーも君）

【男子団体の部】（参加：３８チーム１７０人） 【女子団体の部】（参加：３７チーム１６５人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 ミドリガメ 高砂
山本卓弥、岩男幸治

優　勝 市川高校Ａ 姫路
藤谷千穂、山下夕紀

内山祐司、森孝一 姫野かおり、田中麻里子

準優勝 その田卓研Ａ 三田
岡田恭治、照井寿雄

準優勝 東洋大姫路高校 姫路
高尾恵里、山本歩

佐藤鉄次、照井雄太 玉田さやか、岩崎久美子

第３位

Ｔ.Ｔ.Ｓタカハシ 神戸
小川貴嗣、江崎道弘

第３位

トライ・イレブン 神戸
井上多鶴子、十河美希

木村哲也、井本真一 井上準子、新千央

ちゃこし 高砂
西尾公秀、近藤義昭

市川高校Ｂ 姫路
岩崎瑛里香、木村吏沙

是津尚人、大下下竜二 上原明美、岡千与美

決勝戦 決勝戦

ミドリガメ　　２　－　０　　その田卓研Ａ 市川高校Ａ　　２　－　１　東洋大姫路高校

森　　孝一 ３　－　２ 照井雄太 山下 　夕紀 ０－３ 高尾恵里

岩男幸治
３　－　２

佐藤鉄次 姫野 かおり
３－０

岩崎久美子
山本卓弥 照井寿雄 田中麻里子 玉田さやか

内山祐司 － 岡田恭治 藤谷　 千穂 ３－０ 山本歩

３－０ ３－０ １－３

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

ミドリガメ　２－０　Ｔ.Ｔ.Ｓタカハシ その田卓研Ａ　２－１　ちゃこし 市川高校Ａ ２－０　ﾄﾗｲ･ｲﾚﾌﾞﾝ 東洋大姫路高校　２－１　市川高校Ｂ

－ ３－２ ３－０ ３－０

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

３－２ ０－２ ３－０ ３－０

３－１



順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 三田

準優勝 高砂 準優勝 明石

三田 三田

加西 三田

岡田 種本 葛原 山上 照井 福田 高田 宇津

順　位 地域 順　位 地域

優　勝 三田 優　勝 姫路

準優勝 三田 準優勝 姫路

三田 加西

三田 三田

照井 藤本 篠藤 加藤 岩崎 芝 山 下 岩見

順　位 地域 順　位 地域

勝  山上 岡田 川浪 照井 渡邊 近藤 岸本

荒河 一矢 森田 合田 岩見 碓井 平尾 木原
谷口 田居 佐藤 藤本 瀧澤 川上 二峰 入江

澤  川平 佐藤 笠波 宇津 大西 高田 福田

第４回 みっきぃオープン卓球大会【成績表】
開　催　日 平成１２年１０月２２日（日）

場　　　所 三木勤労者体育センター・三木市民体育館・サンライフ三木

主　　　催 三木市卓球協会

後　　　援 三木市教育委員会・三木市体育協会

協　　　賛 株式会社タマス・ヤマト卓球株式会社

【男子個人１部】（参加９８人） 【女子個人１部】（参加８２人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

岡田　恭治 その田卓研 照井　萌美 その田卓研

葛原　孝志 ファルコン 高田　知里 三村ＴＴＣ

第３位
種本　哲夫 Ｗoody

第３位
福田　昌子 Ｗoody

山上　正浩 暁クラブ 宇津　由香 その田卓研

決勝戦 決勝戦

岡田  (その田卓研) ２－０ 葛原  (ファルコン) 照井  (その田卓研) ２－０ 高田  (三村ＴＴＣ)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

２－０ ２－１ ２－１ ２－１

ベスト８
合田基樹（シグナル）　・　中井一輝（小浜クラブ）

ベスト８
平尾（三村ＴＴＣ）　　・　　岡田（Funky's）

佐藤鉄次（その田卓研）　・　田中顕規（むうみんず） 渡辺(播磨高校)　　･　 岸本(Ｗoody)

【男子個人２部】（参加１７６人） 【女子個人２部】（参加１６０人）

氏     名 チーム名（所属） 氏     名 チーム名（所属）

照井　雄太 その田卓研 岩崎　瑛里香 市川高校

篠藤　亮史 その田卓研 山下　　夕紀 市川高校

第３位
藤本　翔輝 その田卓研

第３位
芝　　　千尋 暁クラブ

加藤　千秋 Ｗoody 岩見　　繭奈 その田卓研

決勝戦 決勝戦

照井  (その田卓研) ２－１ 篠藤  (その田卓研) 岩崎  (市川高校) ２－０ 山下  (市川高校)

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

２－１ ２－１ ２－０ ２－０

ベスト８：国脇康介　・　瀧澤友悠　・　西 彰　・　木村俊行 ベスト８：森井（暁クラブ）・小川（Ｗoody）・瀧澤（その田卓研）・姫野（市川高校）

【男子団体の部】（参加：６２チーム　２５０人） 【女子団体の部】（参加：６４チーム　２６０人）

チーム名 メンバー チーム名 メンバー

優　勝 滝川第二高校 神戸
荒河正美、西田光宏

優　勝 その田卓研 三田
宇津由香、岩見繭奈

澤英俊、谷口和洋、勝健真 照井萌美、瀧澤杏奈

準優勝 その田卓研Ａ 三田
岡田恭治、照井寿雄

準優勝 三村ＴＴＣ 明石
高田知里、大浦幸子、二峰房江

森田稔正、佐藤鉄次 近藤久美子、平尾美津子

第３位
シグナルＡ 姫路

笠波英二、合田基樹

第３位
播磨高校 高砂

碓井澄恵、渡辺悦子
川浪貴裕、藤本憲明 大西有美、川上瞳

暁クラブ 加西
一矢直也、田居修一

Ｗoody 三田
岸本朋子、木原美也子

川平一人、山上正浩 福田昌子、入江純子

決勝戦 決勝戦

滝川第二高校　２－１　その田卓研Ａ　　 その田卓研　２－０　三村ＴＴＣ　　　　　　　

 澤  ０－２ 岡田 照井 ２－０ 近藤

荒河
２－０

森田 岩見
２－１

平尾
谷口 佐藤 瀧澤 二峰

勝  ２－０ 照井 宇津 ２－０ 大浦

２－０ ２－０ ２－１

準　決　勝　戦 準　決　勝　戦

滝川第二高校　２－０　暁クラブ その田卓研Ａ　２－０　シグナルＡ その田卓研　２－０　播磨高校 三村ＴＴＣ　２－０　Ｗoody

１－２ － － －

※団体戦は４人以上で構成し、試合順は①Ｓ、②Ｗ、③Ｓ。ただし、ＳとＷへの重複出場はできない。

２－１ ２－０ ２－０ ２－１

２－０



第１～３回みっきぃオープン卓球大会【成績表】の詳細電子記録無し 


