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星陵高校
卓球部
の
戦績

(２００９年～２０１３年)
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２００９年（平成２１年）度
①第51回神戸市民体育大会 5/2･3（土・日） 神戸市立中央体育館 参加生徒13人
学校対抗
（男子）神戸に3-2で勝 須磨に3-2で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕科学技術に0-3で負
（女子）はじめから県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕葺合に3-0で勝 須磨東に3-0で負
Ｓ三宅が県大会出場決定
Ｗ三宅・大村組が県大会出場決定

②第53回県高等学校総合体育大会 6/5～7（金～日） 姫路市立中央体育館 参加生徒13人
学校対抗（男子）姫路工業に3-1で負 （女子）兵庫県播磨に3-1で勝 明石北に1-3で負
Ｓ三宅は敗退
Ｗ三宅・大村組は敗退

③第63回兵庫県民体育大会神戸市内予選会 6/13（土） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒８人
三宅、大村が県大会出場決定

④第63回兵庫県民体育大会 6/27（土） 姫路市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒２人
三宅がベスト64、大村がベスト128

⑤第11回明石オープン卓球選手権大会 7/19（日） 明石中央体育会館 Ｓのみ 参加生徒９人 全員敗退

⑥平成21年度全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）兵庫県予選会 8/19･20（水・木） グリーンアリーナ神戸
Ｓのみ 参加生徒９人 三宅がベスト32

⑦第58回神戸市総合体育大会垂水区予選会 8/29（土） 垂水体育館 参加生徒９人
Ｓ（男子）松田が優勝、谷口が準優勝 （女子）三宅が優勝
Ｗ（男子）松田・細見組が優勝 （女子）三宅・大村組が準優勝
学校対抗 （男子）準優勝 （女子）優勝 谷口は神戸市総合体育大会に垂水区代表として出場決定

⑧第51回県高等学校新人卓球選手権大会神戸地区予選会 9/22･23（火・水）神戸市立中央体育館 参加生徒９人
学校対抗 （男子）神戸国際に3-0で勝 伊川谷に3-2で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕兵庫に3-1で負

（女子）須磨学園に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕高塚に3-1で負
Ｓ三宅ははじめから県大会出場決定

⑨第51回県高等学校新人卓球選手権大会 11/7･8（土・日） 西宮市立中央体育館
学校対抗 （男子）香寺に3-0で勝 明石南に2-3で負 （女子）篠山産業に3-0で勝 洲本に3-0で負
Ｓ三宅は敗退

⑩第7回尼崎市高等学校オープン卓球選手権大会 2/11（木・祝） 尼崎記念総合体育館メインアリーナ
Ｓのみ 参加生徒８人 三宅が１部ベスト８ 松田が２部ベスト８ 大村が３部ベスト８

⑪平成21年度神戸市卓球選手権大会 3/26･27（金・土） 神戸市立中央体育館 参加生徒８人
Ｓ三宅がベスト４
Ｗ三宅・大村組がベスト８

⑫平成21年度兵庫県卓球選手権大会（ジュニアの部） 3/30･31（火・水） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ
参加生徒８人 いずれも敗退
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２０１０年（平成２２年）度
①第52回神戸市民体育大会 5/3･4（月・火） 神戸市立中央体育館 参加生徒15人
学校対抗 （男子）神戸星城に3-1で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕灘に3-1で勝 夢野台に0-3で負

（女子）はじめから県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕常磐に3-2で勝 舞子に3-1で勝 神戸高塚に0-3で負
神戸市３位

Ｓ三宅が県大会出場決定 神戸市２位
Ｗ三宅・大村組が県大会出場決定 神戸市２位

②第54回県高等学校総合体育大会 6/4～6（金～日） 姫路市立中央体育館 参加生徒15人

学校対抗 （男子）白陵に3-1で勝 県立尼崎に3-1で勝 市立姫路に3-1で勝 報徳に0-3で負 ベスト16
近畿大会を目指して明石商業に1-3で負

（女子）園田に3-1で勝 明石商業に1-3で負
Ｓ三宅はベスト64
Ｗ三宅・大村組はベスト32 近畿大会を目指して４戦し、２勝２敗 ４戦目は明石南ペアに2-3で負（惜敗）

③第64回兵庫県民体育大会神戸市内予選会 6/19（土） 神戸市立中央体育館
Ｓのみ 参加生徒11人 全員敗退

④第12回明石オープン卓球選手権大会 7/18（日） 明石中央体育会館 Ｓのみ 参加生徒11人
谷口がベスト16

⑤平成22年度全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）兵庫県予選会 8/18･19（水・木） グリーンアリーナ神戸
Ｓのみ 参加生徒12人 青野はベスト64

⑥第59回神戸市総合体育大会垂水区予選会 8/28（土） 垂水体育館 参加生徒12人
Ｓ（男子）上園が優勝
Ｗ（男子）谷口・上園組が準優勝 （女子）青野・岡村組が準優勝
学校対抗 （男子）優勝 上園は神戸市総合体育大会に垂水区代表として出場決定

⑦第41回垂水区卓球大会（男子の部） 9/12（日） 苔谷公園 体育館 参加生徒9人 全員敗退

⑧第52回県高等学校新人卓球選手権大会神戸地区予選会 9/25･26（土・日） 神戸市立中央体育館 参加生徒12人
学校対抗 （男子）神港学園に3-1で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕須磨東に3-0で負

順位決定1回戦 科学技術に3-0で負
（女子）人数不足（３人）で出場できず

Ｓ・Ｗ 全員敗退

⑨第59回神戸市総合体育大会 10/16（土）神戸市立中央体育館 参加生徒1人（上園） 垂水区は敗退

⑩第52回県高等学校新人卓球選手権大会 11/13･14（土・日） 豊岡市総合体育館 参加生徒9人
学校対抗 （男子）明石に2-3で負（惜敗）

⑪第8回尼崎市高等学校オープン卓球選手権 大会 2/11（金･祝） ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒12人
谷口が２部３位 上園が３部２位

⑫平成22年度神戸市卓球選手権大会 3/25（金） 神戸市立中央体育館 参加生徒12人
Ｓで上園がベスト16 （総体のＳで枠外資格を獲得） Ｗは敗退

⑬平成22年度兵庫県卓球選手権大会（ジュニアの部） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ
(男子)3/30（水） 参加生徒8人 上園がベスト128
(女子)3/31（木） 参加生徒4人 岡村がベスト64
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２０１１年（平成２３年）度
①第53回神戸市民体育大会 5/3･4（火・水） 神戸市立中央体育館 参加生徒17人
学校対抗 （男子）灘に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕六甲アイランドに3-0で勝 長田に1-3で負

（女子）はじめから県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕伊川谷北に1-3で負
Ｓ・Ｗ 全員敗退

②第55回県高等学校総合体育大会 6/3～5（金～日） 姫路市立中央体育館 参加生徒14人
学校対抗 （男子）篠山鳳鳴に2-3で負 （女子）西宮北に3-1で勝 明石南に3-0で負

③第65回兵庫県民体育大会神戸市内予選会 6/11（土） 神戸市立中央体育館
Ｓのみ 参加生徒16人 谷口が県大会へ

④第65回兵庫県民体育大会兵庫県予選会 6/25（土） 姫路市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒1人
谷口は敗退

⑤第13回明石オープン卓球選手権大会 7/16（土） 明石中央体育会館 Ｓのみ 参加生徒12人 すべて敗退

⑥平成22年度全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）兵庫県予選会 8/22･23（月・火） グリーンアリーナ神戸
Ｓのみ 参加生徒15人 すべて敗退

⑦第60回神戸市総合体育大会垂水区予選会 8/27（土） 垂水体育館 参加生徒15人
Ｓ（男子）上園が優勝 （女子）藤原が優勝
Ｗ（男子）上園・渡部組が優勝 （女子）青野・岡村組が優勝
上園・藤原・青野は神戸市総合体育大会に垂水区代表として出場決定
学校対抗 （男子）星陵Ａが優勝 （女子）星陵が優勝

⑧第42回垂水区卓球大会（男子の部） 9/25（日） 垂水体育館 参加生徒8人 全員敗退

⑨第53回県高等学校新人卓球選手権大会神戸地区予選会 9/17･18（土・日） 神戸市立中央体育館 参加生徒15人
学校対抗 （男子）兵庫工業に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕灘に3-0で勝 育英に0-3で負

順位決定1回戦 科学技術に3-0で負
（女子）六甲アイランドに3-2で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕神戸高塚に3-0で勝

伊川谷北に2-3で負 神戸市ベスト８
Ｓ・Ｗ 全員敗退

⑩第60回神戸市総合体育大会 10/22（土）神戸市立中央体育館 参加生徒3人（上園・藤原・青野） 垂水区は敗退

⑪第53回県高等学校新人卓球選手権大会 11/12･13（土・日） 南あわじ文化体育館 参加生徒15人
学校対抗 （男子）小野に3-1で勝 関西学院に0-3で負

（女子）小林聖心に3-0で勝 龍野に1-3で負

⑫第9回尼崎市高等学校オープン卓球選手権大会 3/10（土） ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒15人
西田が２部ベスト16 渡部が３部ベスト16 藤原が２部ベスト４ 岡村が２部ベスト８

⑬平成23年度神戸市卓球選手権大会 3/20（火・祝） 神戸市立中央体育館 ＳとＷ 参加生徒15人
青野・岡村組が９位

⑭平成23年度兵庫県卓球選手権大会（ジュニアの部） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ
（男子）3/28（水） 参加生徒9人 上園がベスト64 伍々ベスト128
（女子）3/29（木） 参加生徒5人 岡村と藤原がベスト64
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２０１２年（平成２４年）度
①第54回神戸市民体育大会 5/3･4（木・金） 神戸市立中央体育館 参加生徒16人
学校対抗 （男子）神港学園に3-1で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕神戸に3-0で勝、村野工に3-2で勝

育英に0-3で負
（女子）はじめから県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕兵庫に2-3で負

Ｗ 藤原・大西が３位で県大会出場決定

②第56回県高等学校総合体育大会 6/8～10（金～日） 姫路市立中央体育館 参加生徒16人

学校対抗 （男子）市姫路に3-2で勝、宝塚北に3-2で勝 関学に0-3で負 ベスト16
（女子）明石に3-1で勝、夙川に1-3で負

③第66回兵庫県民体育大会神戸市内予選会 6/16（土） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒16人
上園・伍々・信澤、青野・田上が県大会へ

④第66回兵庫県民体育大会兵庫県予選会 6/23（土） 姫路市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒5人
田上がベスト32で新人戦県大会出場決定

⑤第14回明石オープン卓球選手権大会 7/16（月） 明石中央体育会館 Ｓのみ 参加生徒9人

⑥平成24年度尼崎市高等学校卓球合同練習試合会 8/3（金）ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒5人

⑦平成24年度全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）兵庫県予選会 8/17･18（金・土） グリーンアリーナ神戸
Ｓのみ 参加生徒10人

⑧第61回神戸市総合体育大会垂水区予選会 8/25（土） 垂水体育館 参加生徒10人
Ｓ（男子）信澤が優勝 （女子）田上が優勝
Ｗ（女子）藤原・田上組が優勝 藤原・渡邊は神戸市総合体育大会に垂水区代表として出場決定
学校対抗 （男子）星陵Ａが優勝 （女子）星陵が優勝

⑨第54回県高等学校新人卓球選手権大会神戸地区予選会 8/30･9/2（金・日） 神戸市立中央体育館 参加生徒10人
学校対抗 （男子）神戸高専に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕 長田に1-3で負

（女子）神戸鈴蘭台に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕須磨東に1-3で負
Ｓ信澤、藤原が第３位・田上は無条件でいずれも県大会出場決定
Ｗ藤原・田上組が優勝 もちろん、県大会出場決定

⑩第61回神戸市総合体育大会 10/21（日）神戸市立中央体育館 参加生徒2人（藤原・渡邊）垂水区は敗退

⑪第54回県高等学校新人卓球選手権大会 11/17･18（土・日） 豊岡市立総合体育館 参加生徒10人
学校対抗 （男子）山崎に3-2で勝、八鹿に1-3で負 （女子）姫路南に3-1で勝、夙川に0-3で負
Ｓ・Ｗ残念ながら惜敗

⑫第10回尼崎市高等学校オープン卓球選手権大会 2/10（日） ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒10人

田上が１部優勝

⑬平成23年度神戸市卓球選手権大会 3/27（水） 神戸市立中央体育館 ＳとＷ 参加生徒10人
Ｓ（女子）藤原、田上がベスト８
Ｗ（男子）伍々・信澤組がベスト８ （女子）藤原・田上組がベスト８ いずれも総体の別枠を獲得

⑭平成23年度兵庫県卓球選手権大会（ジュニアの部） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ
（男子）3/28（木）・29（金） 参加生徒5人 信澤がベスト32 県総体に出場決定

（女子）3/29（金） 参加生徒5人 田上がベスト16 県総体に出場決定
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２０１３年（平成２５年）度
①第55回神戸市民体育大会 5/3･4（金・土） 神戸市立中央体育館 参加生徒14人
学校対抗 （男子）市立神港に3-1で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕兵庫工業に3-0で勝、葺合に1-3で負

（女子）はじめから県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕神戸野田に3-1で勝、兵庫に1-3で負
Ｓ（男子）信澤はすでに県大会出場決定 Ｓ（女子）藤原が県大会出場決定、田上はすでに県大会出場決定
Ｗ 藤原・田上が県大会出場決定

②第57回県高等学校総合体育大会 6/7～9（金～日） 姫路市立中央体育館 参加生徒14人

学校対抗 （男子）市川に3-1で勝、尼崎稲園に3-2で勝 篠山産業に1-3で負 ベスト32
（女子）市尼崎に3-2で勝、明石南に1-3で負 ベスト32

Ｓ（男子）信澤 （女子）藤原、田上 Ｗ 藤原・田上 いずれもベスト32

③第67回兵庫県民体育大会神戸市内予選会 6/16（日） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ 参加生徒6人
信澤（すでに決定）、田上（すでに決定）・高橋が県大会へ

④第67回兵庫県民体育大会兵庫県予選会 6/22（土） 姫路総合スポーツ会館 Ｓのみ 参加生徒3人

信澤がベスト16で新人戦県大会出場決定

⑤第15回明石オープン卓球選手権大会
7/15（月） 明石中央体育会館 Ｓのみ 参加生徒6人

信澤がジュニア男子の部で準優勝

⑥平成25年度尼崎市高等学校卓球合同練習試合会 8/2（金）ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒10人

田上が１部優勝、高橋が２部準優勝

⑦平成25年度全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）兵庫県予選会 8/22･23（木・金） グリーンアリーナ神戸

Ｓのみ 参加生徒10人 信澤・田上がベスト32

⑧第62回神戸市総合体育大会垂水区予選会 8/31（土） 垂水体育館 参加生徒11人
Ｓ（男子）信澤が優勝 （女子）田上が優勝
Ｗ（女子）田上・大西組が優勝
学校対抗 （男子）星陵が優勝 （女子）星陵が優勝

⑨第55回県高等学校新人卓球選手権大会神戸地区予選会 9/15･16（日・月） 神戸市立中央体育館 参加生徒11人
学校対抗 （男子）北須磨に3-0で勝 県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕 御影に2-3で負

（女子）野田に3-0で勝 県大会出場決定
〔決勝Ｔ〕御影に3-1で勝 兵庫商業に3-1で勝 神戸3-1で勝 優勝

Ｓ （男子）信澤がすでに無条件で県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕一回戦で惜敗
（女子）田上がすでに無条件で県大会出場決定、渡邊と髙橋が県大会出場決定

〔決勝Ｔ〕渡邊と髙橋は一回戦敗退、田上は優勝
Ｗ 田上・大西組が県大会出場決定 〔決勝Ｔ〕優勝 女子は三冠優勝の快挙を達成

⑩第55回県高等学校新人卓球選手権大会
11/9･10（土・日） 南あわじ文化体育館 参加生徒11人
学校対抗 （男子）市立伊丹に1-3で負

（女子）八鹿に3-1で勝、兵庫に3-0で勝、 芦屋学園に0-3で負 ベスト８
近畿大会出場決定
Ｓ （男子）信澤がベスト16 （女子）田上がベスト32、渡邊、高橋は敗退
Ｗ 田上・大西組がベスト４

近畿大会出場決定 女子団体と女子ダブルスが近畿大会出場決定



- 7 -

⑪第28回近畿高等学校新人卓球大会
12/25･26（水・木） グリーンアリーナ 参加生徒7人（女子）

学校対抗 膳所(滋賀)に3-1で勝、向陽(和歌山)に3-0で勝、四天王寺(大阪)に0-3で負 近畿ベスト16
Ｗ田上・大西組が１勝し、近畿ベスト32

⑫第11回尼崎市高等学校オープン卓球選手権 大会 2/11（火） ベイコム総合体育館 Ｓのみ 参加生徒11人

（男子）信澤が１部ベスト８ （女子）田上が１部ベスト４

⑬平成25年度神戸市卓球選手権大会
3/23（日） 神戸市立中央体育館 ＳとＷ 参加生徒11人
Ｓ（男子）信澤がベスト16 （女子）田上がベスト４
Ｗ（男子）信澤・信川組がベスト16 （女子）田上・大西組が優勝

⑭平成25年度兵庫県卓球選手権大会（ジュニアの部） 神戸市立中央体育館 Ｓのみ
（男子）3/30・31（日・月）、参加生徒4人
信澤がベスト32 県総体に出場決定 ※信澤は県大会新人戦ベスト16ですでに県総体出場を決めている

（女子）3/31（月） 参加生徒7人 田上がベスト16 県総体に出場決定

平成26年度、女子は団体・シングルス・ダブルスでの
総体近畿大会出場を目指します。男子も負けじと密か
にスゴイ作戦を考えております。
どんどん入部して下さい。楽しくて、強い卓球部を目
指します。


