
回数 年度 ｸﾗｽ 男子優勝 男子２位 女子優勝 女子２位

第6回 S44 一般 三菱電機Ａ 神鋼々線

第7回 S45 一般 住友精密Ａ 旭硝子

第8回 S46 一般 三菱電機Ａ なにくそ・クラブ

第9回 S47 一般 三菱電機Ａ 住友精密Ａ

第10回 S48 一般 なにくそ・クラブＢ 三菱電機Ａ

第11回 S49 一般 なにくそ・クラブＡ 住友精密Ａ

第12回 S50 一般 三菱電機Ｆ なにくそ・クラブＡ

第13回 S51 一般 なにくそ・クラブＡ 三菱電機Ａ 園田ローン・クラブ 尼北同好会

第14回 S52 一般 三菱電機Ａ なにくそ・クラブＡ 三菱電機 園田ローン

第15回 S53 一般 旭硝子Ａ 7・1クラブ 園田ローン 三菱電機

第16回 S54 一般 三菱電機Ａ 園田ローンＡ 園田ローンＡ 園田ローンＢ

第17回 S55 一般 なにくそ・クラブＡ 三菱電機Ａ フレンド・クラブＢ ＫＢＴＣ

第18回 S56 一般 なにくそ・クラブＡ 三菱電機Ａ フレンド・クラブＢ ＫＢＴＣ

第19回 S57 一般 なにくそ・クラブＢ 住友ベークＡ フレンド・クラブＢ フレンド・クラブＣ

第20回 S58 一般 三菱電機Ａ ＫＢＴＣ・Ａ フレンド・クラブＢ ＫＢＴＣ・Ａ

第21回 S59 一般 なにくそ・クラブ 関西ペイントＡ ＫＢＴＣ・Ａ 稲野Ｔ/ＣＡ

第22回 S60 一般 Ｏ　Ｊ　Ｍ ファミリーＡ フレンド・クラブＢ 稲野Ｔ/ＣＢ

第23回 S61 一般 ファミリーＡ Ｏ　Ｊ　Ｍ フレンド・クラブＢ フレンド・クラブＡ

第24回 S62 一般 なにくそ・クラブ 住友精密Ａ フレンド・クラブＡ ＭＳＴ

第25回 S63 一般 なにくそ・クラブ Ｏ　Ｊ　Ｍ 宝塚クラブ 稲野T/C・A

第26回 H1 一般 イーグルA 三菱電機A フレンドA フレンド・クラブB

第27回 H2 一般 イーグル(A) 尼崎市役所(Ａ) グリーン・メイト フレンド(A)

第28回 H3 一般 イーグル(A) レビュー(Ａ) グリーン・メイト(A) フレンド(A)

第29回 H4 一般 グリーンメイト イーグル(A) 東園田グリーン(A) グリーン・メイト(B)

第30回 H5 一般 三菱紅菱会(A) ディバー T/C 稲野T/C(A) ランナーアップ(B)

過　去　戦　績　（尼崎クラブ対抗　団体戦）昭和44年～平成5年



回数 年度 ｸﾗｽ 男子優勝 男子２位 女子優勝 女子２位

第31回 H6 一般 三井ガーデン ランナーアップ(Ａ) フレンド(A) ランナーアップ

第32回 H7 一般 なにくそ・クラブ 三菱紅菱会(Ａ) 稲野テニス(C) フレンド(A)

第33回 H8 一般 イーグル 三色すみれ 稲野T/C(A) 瑞光

第34回 H9 一般 イーグル ファミリー(Ａ) 瑞光 稲野T/C(A)

第35回 H10 一般 イーグル 三井ガーデン(Ａ) 瑞光 稲野T/C(A)

第36回 H11 一般 イーグル 三井ガーデン(Ａ) 稲野T/C(A) 桜 木 ク(花)

第37回 H12 一般 三井ガーデン(SＡ) 住金総研 稲野T/C(A) 稲野T/C(B)

第38回 H13 一般 TEAM Mi-4(s) イーグル(A) チーム稲野(A)
T・C・COSMOS
（マーガレット）

第39回 H14 一般 イーグル Mi－４(S) JSクラブ(優勝取消) N L A(月)

第40回 H15 一般 イーグル(A) Mi－４ サワークラブ サンランド

第41回 H16 一般 Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ Mi－４ サンランドベラ Uasvsie　牡　丹

第42回 H17 一般 なにくそ・クラブ Mi－４ Vassie (K) Vassie(Y)

第43回 H18 一般 Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ Break Rush 木 曜 会(T) サンランドニコニコ

第44回 H19 一般 Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ Break Rush サンランド・パオーン Vassie

第45回 H20 一般
なにくそ・クラブ
(監督は清美だ)

庭球格闘一家
(爆　　裂)

サンランド(パオーン)
庭球格闘一家

(爆　　裂)

第46回 H21 一般 ＹＫＴＹ②
なにくそ・クラブ
(監督は清美だ)

サンランド(パオーン) Ｊ．Ｊ．ＪＡＣＫＳ

第47回 H22 一般 N　Y　C ＳＵ梅八(A) リフレッシュ ｳｨｷｬﾝ ＤＯ ｲｯﾄ

一般 Free Style N　V　C リフレッシュ Vassie(ｻﾝ)

壮年 ファミリー 三菱電機伊丹

一般 J.J.JACK(A) Free Style Vassie(ﾘｺｰ) ｳｨｷｬﾝＤＯｲｯﾄ

壮年 Ｏ　Ｊ　Ｍ ファミリー

一般 J.J.JACK(A) Tem UG J.J.JACKS(A) 庭球格闘一家(熱)

壮年 Ｏ　Ｊ　Ｍ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ リフレッシュ S－FIN

一般 Team UG Free Style J.J.JACKS(A) ｻﾝﾗﾝﾄﾞｼﾞｭﾘｴｯﾀ

壮年 ファミリー Ｏ　Ｊ　Ｍ クラブG リフレッシュ

第48回 H23

過　去　戦　績　（尼崎クラブ対抗　団体戦）平成6年～平成26年

第49回 H24

H26

第50回 H25

第51回



回数 年度 ｸﾗｽ 男子優勝 男子２位 女子優勝 女子２位

一般 ｱﾒﾆﾃｨ園田 クワドリフォリオ 庭球格闘一家 カクテル企画

一般B すてころ 住友化学 宝塚 ﾌﾚｰﾑｼｮﾂﾄ（よっち） ハムエモン

壮年 Ｏ　Ｊ　Ｍ (A) サンランドH リフレッシュ ｳｨｷｬﾝﾄﾞｳｲｯﾄ

壮年B 三菱電機伊丹 Nキューブ チームKワールド ハムエモン

第52回 H27

過　去　戦　績　（尼崎クラブ対抗　団体戦）平成27年


