
卓球部

日時 種目 氏名

　○　３－１　大阪大学

　●　０－３　近畿大学

　○　３－０　甲南大学

　●　０－３　立命館大学

　○　３－１　佛教大学

　●　０－３　同志社大学

阪南Dﾁｰﾑ 　●　０－３　佛教大学 1回戦敗退

北原 　●　２－３　近畿大学

杉谷　 　●　２－３　立命館大学

波多野 　●　０－３　天理大学

田中 　●　０－３　京都大学

小畑 　●　０－３　同志社大学

金 　●　１－３　関西大学

山本 　●　２－３　大阪経済大学　

藤林 　　不戦勝　 龍谷大学

有本 　●　１－３　佛教大学

　○　３－０　関西大学

　●　２－３　龍谷大学

　○　３－１　神戸大学

　●　０－３　天理大学

　　不戦勝　 京都大学

　●　２－３　関西学院大学

　　不戦勝　 関西大学

　●　０－３　京都産業大学

　○　３－０　追手門大学

　●　０－３　龍谷大学

　　不戦勝　

　●　０－３　関西大学

　○　３－２　龍谷大学

　●　０－３　佛教大学

　○　３－０　天理大学

　○　３－０　大阪市立大学

　●　０－３　近畿大学

　○　３－０　大谷大学

　○　３－０　佛教大学

　○　３－０　京都産業大学

　●　０－３　関西大学

日時 結果

　●　０－３　兵庫県立大学

　○　３－０　桃山学院大学

　○　３－１　大阪経済大学

　○　３－１　摂南大学

　○　３－１　芦屋大学

日時 結果

　1回戦　○　３－０　大阪大学

　2回戦　●　１－３　大阪経済法科大学

第60回　関西学生卓球新人大会

団体戦

ｼﾝｸﾞﾙｽ

結果

市川

平成30年度　第88回　全日本大学総合選手権大会（団体の部）関西予選　　　

2回戦敗退

2回戦敗退阪南Aﾁｰﾑ

白尾

2回戦敗退阪南Cﾁｰﾑ

矢部

小野

中瀬

平成30年5月20日

＊　最終結果　2回戦敗退

3回戦敗退中村

2回戦敗退岡嵜

平成30年4月19日～21日

平成30年度　関西学生　春季ﾘｰｸﾞ戦（3部ﾘｰｸﾞ）

1回戦敗退

脇田

伊藤

平成30年4月28日～5月12日

4回戦敗退

＊　結果　3部ﾘｰｸﾞ　第2位

阪南Bﾁｰﾑ
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卓球部

日時 種目 氏名

杉谷 　●　２－３　兵県大 1回戦敗退

小畑 　●　０－３　関学大 1回戦敗退

伊藤 　●　０－３　関西大 1回戦敗退

中瀬 　●　０－３　関西大 1回戦敗退

藤林 　●　１－３　桃山大 1回戦敗退

市川　 　●　１－３　龍谷大 1回戦敗退

中村 　●　１－３　関西大 1回戦敗退

波多野 　●　０－３　同志社大 1回戦敗退

矢部 　●　１－３　大電通大 1回戦敗退

金 　●　２－３　天理大 1回戦敗退

田中 　●　０－３　龍谷大 1回戦敗退

　○　３－０　大阪大

　●　２－３　天理大

　○　３－１　大経法大

　●　１－３　甲南大

　 不戦勝　　大府大

　●　０－３　近畿大

　○　３－２　大経法大

　●　０－３　近畿大

　○　３－１　関西大

　●　０－３　龍谷大

　○　３－０　兵県大

　 不戦敗　　関学大

　○　３－２　天理大

　○　３－０　大商大

　○　３－０　京産大

　○　３－２　龍谷大

　●　２－３　関学大

白尾・井上 　●　０－３　神戸大 1回戦敗退

伊藤・市川 　●　１－３　京産大 1回戦敗退

脇田・北原 　●　０－３　関西大 1回戦敗退

　○　３－１　追手門大

　●　０－３　関学大

　○　３－１　大阪大

　●　０－３　龍谷大

　○　３－１　大経大

　●　０－３　大経法大

　 不戦勝　　

　●　０－３　大経法大

　○　３－０　流科大

　●　２－３　関学大

　○　３－１　関西大

　○　３－２　甲南大

　●　０－３　大経法大

日時 種目 氏名

伊藤 　●　２－３　流科大 1回戦敗退

田中 　●　０－３　同志社大 1回戦敗退

杉谷 　●　１－３　流科大 1回戦敗退

山本 　●　２－３　関外大 1回戦敗退

　○　３－１　流科大

　●　０－３　天理大

　○　３－１　関西大

　●　１－３　龍谷大

ｼﾝｸﾞﾙｽ

2回戦敗退

3回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

山本・中村

脇田

中瀬・有本

小野・藤林

矢部・小畑

5回戦敗退井上

平成30年8月15日～16日

2回戦敗退

2回戦敗退

第87回　関西学生卓球選手権大会

2回戦敗退

脇田

有本

2回戦敗退

結果

小野

波多野・金

2回戦敗退

第85回　全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）関西予選

ｼﾝｸﾞﾙｽ

2回戦敗退

2回戦敗退

有本

北原

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

山本

田中・杉谷

2回戦敗退

平成30年6月8日～10日

2回戦敗退

2回戦敗退

結果

白尾

2 ページ



卓球部

　○　３－０　追手門大

　●　０－３　京産大

　○　３－１　大商大

　●　０－３　龍谷大

　○　３－２　流科大

　●　０－３　関西大

　○　３－１　龍谷大

　●　１－３　関学大

　○　３－１　大工大

　●　０－３　大経法

　○　３－０　大経法

　●　０－３　龍谷大

　　　1回戦　相手棄権

　●　１－３　甲南大

　○　３－１　甲南大

　○　３－０　近畿大

　●　２－３　大経法

　○　３－０　大経法　（２回戦より）

　○　３－０　近畿大

　●　０－３　関学大

杉谷・金 　●　０－３　龍谷大 1回戦敗退

井上・波田野 　●　０－３　近畿大 1回戦敗退

脇田・北原 　●　０－３　龍谷大 1回戦敗退

白尾・田中　 　●　０－３　関学大 1回戦敗退

　○　３－２　龍谷大

　●　１－３　大経法

　○　３－１　大経大

　●　１－３　甲南大

　○　３－１　京産大

　●　０－３　甲南大

日時 結果

　○　３－１　芦屋大学

　●　２－３　追手門大学

　○　３－１　滋賀大学

　○　３－１　神戸学院大学

　●　１－３　大阪商業大学

日時 種目 氏名

小畑 　●　０－３　摂南大 1回戦敗退

山本 　●　１－３　兵庫県大 1回戦敗退

矢部　 　●　２－３　桃山大 1回戦敗退

小野 　●　１－３　大阪大 1回戦敗退

　○　３－２　大市大

　●　０－３　神戸大

　○　３－０　大経大

　●　０－３　大阪大

　○　３－０　大府大

　●　１－３　流科大

　○　３－２　佛教大

　●　１－３　関西外大

　○　３－２　大阪大

　●　１－３　芦屋大

平成30年11月3日～4日

波多野

田中

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ｼﾝｸﾞﾙｽ

伊藤・市川 2回戦敗退

2回戦敗退

中村　

2回戦敗退

第52回　会長杯争奪大会

結果

2回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

平成30年9月11日～15日

矢部

金

藤林

市川

白尾

井上

2回戦敗退

2回戦敗退

中瀬

平成30年8月15日～16日

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

３回戦敗退

４回戦敗退

山本・中村

2回戦敗退

北原

平成30年度　関西学生　秋季ﾘｰｸﾞ戦（3部ﾘｰｸﾞ）

＊　最終結果　3部Ａﾘｰｸﾞ　第3位

2回戦敗退

中瀬・有本

2回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

2回戦敗退

市川

北原

藤林
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卓球部

　○　３－０　大府大

　●　２－３　大阪大

　○　３－０　大商大

　○　３－０　追手門大

　●　０－３　流科大

　○　３－０　大経大

　○　３－１　大阪学院大

　●　０－３　神戸大

　○　３－０　大経大

　○　３－１　流科大

　●　２－３　大阪大

　○　３－０　和歌山大

　○　３－２　京都大

　●　０－３　佛教大

　○　３－１　大府大

　○　３－２　学連

　●　０－３　神戸大

　○　３－０　和歌山大

　○　３－０　電通大

　○　３－０　佛教大

　●　２－３　流科大

　○　３－１　摂南大

　○　３－１　流科大

　○　３－１　天理大

　●　０－３　神戸大

　○　３－０　滋賀大

　●　１－３　大工大

　○　３－１　大阪大

　●　０－３　佛教大

　○　３－０　大阪大

　●　０－３　芦屋大

　○　３－０　大市大

　●　０－３　兵庫県大

　○　３－１　神戸学院大

　○　３－２　兵庫県大

　●　１－３　大市大

　○　３－２　大市大

　○　３－０　流科大

　●　０－３　京都大

　○　３－０　神戸大

　○　３－０　滋賀大

　●　１－３　流科大

　○　３－０　大市大

　○　３－０　大府大

　○　３－０　天理大

　●　１－３　神戸大

日時 結果

　1回戦　○　３－０　京都学園大学

　2回戦　●　１－３　追手門学院大学

＊　最終結果　2回戦敗退

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

平成30年11月3日～4日

第52回　会長杯争奪卓球大会（団体の部）

平成30年11月10日

矢部・小野

白尾・北原

白尾

3回戦敗退

山本・中村 3回戦敗退

伊藤・市川 4回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ

2回戦敗退杉谷・波多野

金・小畑 2回戦敗退

2回戦敗退脇田・藤林

3回戦敗退中瀬

4回戦敗退有本

伊藤 4回戦敗退

金 3回戦敗退

3回戦敗退

杉谷 3回戦敗退

中村 3回戦敗退

有本・中瀬

2回戦敗退

3回戦敗退

2回戦敗退

脇田
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