
1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 TUBASA-Ａ 卓翔会 トミー卓親会Ａ OGURA-TRK-Ｂ ダイハツクラブＡ

2　位 優クラブ 壱球俱楽部Ａ ブルーコンコルドＡ OGURA-TRK-A グリーンネット

3　位 シェイクハンドＡ 北斗クラブＡ 友華クラブＡ 鳴滝クラブＡ コパン

4　位 島津製作所A 香里クラブＡ 山城クラブＢ 北斗クラブＢ 鳴滝クラブＢ

5　位 朱桜Ａ ジョイフェローＡ 鴨沂クラブＡ 壱球俱楽部Ｂ 西台クラブＡ

6　位 山城クラブＡ 武蔵クラブＡ 登美屋サークルＡ 雅クラブＡ 本能卓球クラブＡ

7　位 TUBASA-Ｂ 島津製作所Ｂ 亀陵クラブＡ 八幡スポーツTTC-Ａ 武蔵クラブＢ

8　位 NEX’TAGE（棄権） 楽‘S倶楽部Ａ 桃山TH３-Ａ あいすくらいまーＡ 壱球俱楽部Ｃ

9　位 都クラブＡ（棄権） 平盛クラブＡ NTT京都クラブA 島津製作所Ｃ 京都悠遊会（棄権）

1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 卓友クラブ 平盛クラブＢ 都クラブＢ ブルーコンコルドＢ シェイクハンドＢ

2　位 登美屋サークルＢ 京都コリア卓球クラブＡ 男塾Ａ 龍星クラブＡ NTT京都クラブＢ

3　位 鴨沂クラブＢ 京友クラブＡ 田阪卓研Ａ TUBASA-Ｄ 桃山TH３-Ｂ

4　位 平野クラブＡ らんざんＡ あいすくらいまーＢ 本能卓球クラブＢ トミー卓親会Ｂ

5　位 進栄クラブ たくすい 北斗クラブＣ 香里クラブＢ 平野クラブＢ

6　位 山科卓親Ａ 山城クラブＣ 雅クラブＢ 登美屋サークルＣ 島津製作所Ｄ

7　位 clover-Ａ 日本新薬（棄権） 友華クラブＢ 鳴滝クラブＣ 壱球俱楽部Ｄ（棄権）

8　位 羽束師卓研Ａ TUBASA-Ｃ（棄権） 卓星会 男塾Ｂ（棄権） 都クラブＣ（棄権）

9　位 OGURA-TRK-Ｃ 洛西クラブ（棄権） 鴨沂クラブＣ（棄権） 平盛クラブC（棄権） 山城クラブＤ（棄権）

1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 SWITOPIA-A 上桂卓球場 たなばた卓球クラブＣ OGURA-TRK-Ｅ 任天堂

2　位 YHGクラブＡ ZERO 本能卓球クラブＣ たなばた卓球クラブＤ パーサンクラブA

3　位 楽‘S倶楽部Ｂ 土瑤会 香里クラブＣ 北斗クラブＤ ダイハツクラブＢ

4　位 トミー卓親会Ｃ 島津製作所Ｅ 羽束師卓研Ｂ あいすくらいまーＣ 龍星クラブＢ

5　位 たなばた卓球クラブＡ 友華クラブＣ ジョイフェローＢ 西台クラブＢ 巌俱楽部

6　位 卓水会Ａ OGURA-TRK-Ｄ らんざんＢ 朱桜Ｂ 洛友クラブＡ

7　位 たなばた卓球クラブＢ 壱球俱楽部Ｅ（棄権） 鳴滝クラブＤ 卓水会Ｂ 卓球道場わからんＡ

8　位 桂川クラブＡ 武蔵クラブＣ（棄権） 田阪卓研Ｂ（棄権） 平野クラブＣ 京友クラブＢ

9　位 ブルーコンコルドＣ（棄権） 亀陵クラブＢ（棄権） 田阪卓研C（棄権） サンク島津 clover-Ｂ

6　部 7　部 8　部

1　位 TOWA TUBASA-Ｅ clover-Ｃ 1位　　ロビング 10位　　八幡スポーツＴＴＣ-Ｂ

2　位 北斗クラブＥ MET‘S 卓球道場わからんＢ 2位　　あいすくらいまーＤ 11位　　SWITOPIA-Ｂ

3　位 山科卓親Ｂ 西台クラブＣ 亀岡卓研Ａ 3位　　OGURA-TRK-Ｆ 12位　　桃山TH３-Ｄ

4　位 京都コリア卓球クラブＢ たなばた卓球クラブＥ 桃山TH３-Ｃ 4位　　SWITOPIA-Ｃ

5　位 積水化学A 香里クラブＤ パーサンクラブＢ 5位　　卓球道場わからんＣ

6　位 田阪卓研Ｄ（棄権） 洛友クラブB 羽束師卓研Ｃ（棄権） 6位　　ＴＴＣＫ

7　位 山城クラブＥ（棄権） キョウウン（棄権） 積水化学Ｂ（棄権） 7位　　ＭＯＭＯ

8　位 島津製作所Ｆ（棄権） 翠嵐クラブ（棄権） TUBASA-F（棄権） 8位　　亀岡卓研Ｂ

9　位 桂川クラブＢ（棄権） YHGクラブＢ（棄権） トミー卓親会D（棄権） 9位　　壱球俱楽部Ｆ

【男子チャレンジリーグ6部～8部】　　　　 　　　　　　5月6日（土）　亀岡市民体育館

【男子トップリーグ】　 5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館

【男子レギュラーリーグ】　 5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館

【男子チャレンジリーグ1部～5部】　　　　 5月6日（土）　亀岡市民体育館

9　部



1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 ぴったぁ☆ぱっと 日本新薬T.T.C 優クラブA のびのび OGURA-TRK-Ａ

2　位 都クラブＡ 城陽エレガンスＡ 雅クラブ チームマツモト 西台クラブA

3　位 都クラブＢ 西京卓研Ｂ 田阪卓研A グリーンネットＢ レディース山科A

4　位 紫クラブA グリーンネットA 紫クラブＣ ジョイフェローA たなばた卓球クラブＡ

5　位 朱桜A 卓友クラブＡ 宇治卓研Ｂ あいすくらいまー ピンフレンズＢ

6　位 宇治クラブＡ ピンフレンズA レット MINX（棄権） グットラック

7　位 洛西クラブＡ 洛西クラブＢ 卓友クラブＢ SWITOPIA-A ライラックA

8　位 西京卓研Ａ 紫クラブＢ 宇治卓研A 西京卓研Ｃ（棄権） KEMY

9　位 NEX’TAGE（棄権） スマイルA 宇治クラブＢ 佐山クラブ（棄権） MAXクラブA

1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 パオ 優クラブＢ 武蔵クラブ ビーンズ レディース山科Ｃ

2　位 田阪卓研Ｃ さくらＡ バンビクラブＡ シエル ピンキューズ

3　位 ASOクラブA パピヨン クラリスＡ オリオンＡ 龍星クラブ

4　位 田阪卓研Ｂ 本能卓球クラブA 田阪卓研Ｄ さくらえ ASOクラブＢ

5　位 宇治卓研Ｃ レディース山科Ｂ 西京卓研Ｄ ＡＩ：ＭＩＸ-Ａ たなばた卓球クラブＢ

6　位 たんぽぽ 友華クラブ 洛西クラブＣ アンダンテ 西台クラブＢ

7　位 北星 卓友クラブＣ 宇治クラブＣ 壱球俱楽部Ａ ジョイフェローＣ

8　位 コパン しらゆき ウイングス 桂花クラブＡ ＭＡＸクラブＢ

9　位 SWITOPIA-Ｂ（棄権） ピンポンクラブＡ（棄権） ジョイフェローＢ 平野クラブ ぷくぷく（棄権）

1　部 2　部 3　部 4　部 5　部

1　位 ZERO 卓球道場わからんA 八幡スポーツTTC 桂花クラブＣ ピンフレンズＤ

2　位 今西ＴＴＳ カメオクラブＡ たなばた卓球クラブＣ TRY Uri坊ダックＢ

3　位 オリーブＡ Uri坊ダックA flower 京都OB会 ＡＳＯクラブＣ

4　位 SWITOPIA-Ｃ 西台クラブＣ グリーンネットＤ DASH 壱球俱楽部Ｂ

5　位 OGURA-TRK-Ｂ ＡＩ：ＭＩＸ-Ｂ さくらＢ ジョイフェローＤ たくたくA

6　位 ドリーム グリーンネットＣ スマイルＢ 西京卓研E 本能卓球クラブＢ（棄権）

7　位 SWITOPIA-Ｄ 歩クラブ 朱桜Ｂ グリーンネットE サンデークラブ（棄権）

8　位 ピンフレンズＣ レインボークラブ ミント グリーンネットＦ パシオンＡ（棄権）

9　位 加茂川レディース 桂花クラブＢ 城陽エレガンスＢ（棄権） 西台クラブＤ バンビクラブＢ（棄権）

6　部 7　部

1　位 ビリーブ 卓球道場わからんＢ 1位　　ＴＵＢＡＳＡ 10位　　たくたくＢ

2　位 西台クラブE ラブオール勧修 2位　　SWITOPIA-Ｅ 11位　　チェリー

3　位 エースA オリオンＢ 3位　　卓球道場わからんＣ 12位　　SWITOPIA-Ｇ

4　位 カメオクラブＢ ライラックＢ 4位　　SWITOPIA-Ｆ

5　位 極 卓星会 5位　　ピンキューズＢ

6　位 Uri坊ダックＣ 壱球俱楽部Ｃ 6位　　ＡＳＯクラブＥ

7　位 ピンフレンズE オリーブＢ 7位　　クラリスＢ

8　位 ＡＳＯクラブＤ ピンポンクラブＢ 8位　　ルピナス

9　位 ブルースカイＡ Uri坊ダックＤ 9位　　パシオンＢ

【女子トップリーグ】　 5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館

8　部

【女子レギュラーリーグ】　 5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館

【女子チャレンジリーグ1部～5部】　 　　　　　　5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館

【女子チャレンジリーグ6部～8部】　　　　 5月7日（日）　島津アリーナ京都体育館


