
 

 

 

 

             

 卓球も勉強も頑張りたくて 

 この学校にやってきた 

 監督はいつも卓球だけじゃなく 

 勉強や友達との時間を大事にしなさい。 

 学校行事を楽しみなさい。それでもっと 

 卓球を大事にできるからと言う。 
 だからみんな卓球以外のことも頑張って、下手 

 でも、不器用でも、本気で卓球の練習をした。 

 

 そんな仲間と先生たちと、一緒に戦って 

 勝ち取った価値ある近畿大会の切符です。 

         

         令和元年 １１/１５,１６ グリーンアリーナ神戸 

 祝 近畿大会出場！ 



西宮東高校卓球部のページへようこそ 

 

 

本校卓球部のロゴは 

「刀【＝勉強】とラケット【＝部活】」の「二刀流【＝文武両道】」 

を表すものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「西東の士別れて三日なれば刮目して相待すべし」 
 

 呉に呂蒙という武将がいました。彼の家はもともと貧しく、学問に触れる機会はありませんでした。

勇猛であったけれど無学であった彼に、主君である孫権は呂蒙に学問を勧めたのです。それから呂蒙

は努力を積み重ね、文武を兼ね備えた武将となりました。そんな彼を見た人が「以前とはまるで別人

のようだ」と彼に言ったそうです。それに対して呂蒙は 

「士別れて三日なれば刮目して相待すべし（日々鍛錬を重ねているものならば、別れて三日もすれば

随分と成長しているものであって、また次に会う時は違う目でみなければならない）」 

と答えたそうです。 

 

 この言葉に「西東の」という言葉を加えました。西宮東高校卓球部の生徒は部活動も勉強も、そして

一人の人間としても会う度に成長したなと周りから感じてもらえるような、学校生活を楽しみ、仲間と

共に成長し続けていく集団であって欲しいと願っております。 

 

ロゴのマークのように学校生活を「真剣」勝負、文武両道の取り組みの中で自らの進路

を実現し、さらに部活動を通じて礼節を学び、人として社会に通用する人間性の育成を

目指し、そして何より生徒たちが心から楽しく過ごせる学校一のクラブを子どもたちと

共に創っていくことを顧問として望んでおります。 



＃西宮東高校卓球部＃特別活動#卓球だけが東じゃない！ 

 ＃文武両道＃国公立関関同立１００％！ 

  ２０１９年に卒業した先輩達は京都大学、神戸大学、関西大学など国公立・関関同立に全員進学 

  しました。東の卓球部で学んだことを高校生活や進路にも活かす、まさに二刀流！ 

 ＃近畿大会出場＃悲願達成＃公立だからって関係ない！ 

  監督が先輩たちと掲げてきた３年で県大会、５年で近畿大会という目標を本当に５年で実現！ 

  他のチームにはない顧問も選手も一緒になって戦う東スタイルで勝ちとることができました。 

 ＃テレビ取材＃BKB＃NMB４８！ 

  ２０１９年２月にベイコムの「放課後ぶかつ部」という番組の取材で卓球部を取り上げていただきま 

  した。お笑い芸人の BKB(バイク川崎バイク)さんと NMB４８の川上千尋さんと山尾梨奈さんと一緒  

  に撮影をしました。NMB４８のお二人はとても可愛らしくて、BKB さんは面白くてとても卓球が上手 

  でした。６年間続いた番組は本校卓球部の放送回で最終回。西宮東高校に来て下さってありがと 

  うございました！ 

 ＃BBQ＃甲子園浜＃お肉がおいしい！ 

  例年甲子園浜にて BBQをしています。天気もぽかぽか春の陽気。お肉をたくさん食べて、その後 

  はみんなでボール遊び。クラブも勉強も遊びも一生懸命、だから楽しい♪ 

 ＃大学生気分♪＃大阪大学＃大阪府立大学＃キャンパスライフ！ 

  卓球が大好きな本校部員。卒業してもそれぞれの大学の卓球部で活動していることが多く、いつ 

  もオープンキャンパスを兼ねて大学生の先輩方と一緒に練習する機会をいただいています。２０１ 

  ９年は大阪大学と大阪府立大学のみなさんにお世話になりました。練習以外にも、学食をいただ 

  いたり、キャンパスを歩いたり、キャンパスライフの雰囲気も感じられとても貴重な経験となってい 

  ます。こういった体験が次は自分の手で進学したいと勉強に対する意欲へも繋がることを願って 

  います。 

 ＃夏合宿＃神鍋涼しい＃夜のカードゲーム戦争！ 

  高校の卓球部としてはめずらしく、例年夏季に神鍋高原へ２泊３日の強化合宿を実施しています。１ 

  日中卓球をして、寝食を共にして過ごす毎日で部員同士の仲は更に深まります。夜のカードゲー 

  ム大会も白熱！ 

 ＃甲子園！？＃数学理科の！ 

   他の行事にも積極的！部員が数学理科甲子園に出場しています。数学理科甲子園も、卓球も大学 

  受験も目指すはより高みのステージへ。うちの部員はあきらめが悪い、しぶとい人たちばかり！ 

 

 

 

 



平成３０年度西宮東高校卓球部活動報告 

 ５月：市内大会  国体予選 

    総体阪神地区予選 

 ６月：県総体 県国体 

 ８月：市内大会  全日本ジュニア 

    強化合宿  阪神新人大会  

    尼崎オープン 

１０月：新人阪神地区予選 大阪 D オープン 

１１月：県新人戦  市内合同練習会 

１２月：中学生大会の運営 

    川西オープン 

 １月：伊丹オープン 

 ２月：尼崎オープン 

 ３月：阪神選手権 兵庫県ジュニア 大阪 D オープン 

    大阪オープン 西宮オープン 

      

卓球部員出身中学一覧(現顧問より 2015～) 

 

 

 

 
 

卓球を心から楽しみ、そし

て真剣に取り組める仲間た

ちと共に競争し合いながら

楽しく過ごす毎日です！！ 

西宮市立 

学文中学 甲武中学 上ヶ原中学 瓦木中学 

鳴尾中学 浜脇中学 苦楽園中学 真砂中学 

西宮浜中学 浜甲子園中学 高須中学  

上甲子園中学 

市外 

中華同文中学（神戸） 

小田中学（尼崎） 

武庫東中学（尼崎） 

 



 
 
 
 
 
 本校卓球部は男子１8名、女子4名の計 22名で活動を行っています。他校と違い、部

活動ができる時間は短いですが、「文武両道（学業＋卓球）」を目指し、成績上位であり

ながら、どちらも一生懸命に取り組みたい部員が集まり、短時間であっても各々が勝つ

ための方法を考え、一丸となって日々練習に励んでいます。そのため、塾に通いながら、

もしくは生徒会や他の文化部と兼部をしながら活動している部員もいます。 

西宮東高校卓球部だからこそ実践できる「文武両道」の卓球で２０１９年、ついに悲願

の近畿大会出場を勝ち取ることができました。 

 

練習日 平 日：月曜日～木曜日の放課後       

   土・日：半日練習 もしくは 練習試合 

 

練習場所 体育館 

 

最近の試合結果 

平成２５年度戦績 

総体阪神予選：  男子団体 ９位 県大会出場   

県総体：     男子団体 ２回戦進出  男子シングルス ２回戦進出 

国体阪神予選：  男子シングルス３名 県大会出場 

新人戦阪神予選： 男子団体９位 男子ダブルス９位 

全日本ジュニア：  男子シングルス ４回戦進出 

阪神新人大会：  男子シングルス５位 県大会出場  男子ダブルス９位 県大会出場 

兵庫県ジュニア：   男子シングルス１名 ４回戦進出 １名 ５回戦進出 

 

平成２６年度戦績 

市内大会：    男子シングルス 優勝  男子ダブルス 準優勝 

県総体阪神予選： 男子団体 ５位 県大会出場  男子シングルス 県大会出場 

県総体：     男子団体 ２回戦進出  男子シングルス ２回戦進出 

新人戦阪神予選： 男子団体５位 

阪神新人大会：  男子団体５位 県大会出場 

兵庫県ジュニア：   男子シングルス２名 ４回戦進出 



平成２７年度戦績 

県総体阪神予選： 男子団体 県大会出場 男子ダブルス 県大会出場 

県総体：     男子団体 ２回戦進出 男子ダブルス ２回戦進出 

阪神選手権：   男子ダブルス ５位 女子シングルス B 級準優勝 

兵庫県ジュニア：   男子シングルス ５回戦進出 

 

平成２８年度戦績 

県総体阪神予選： 女子シングルス BEST16 

市内大会：    男子団体 準優勝  女子シングルス 準優勝 

全日本ジュニア：  男子シングルス２名 ４回戦進出 

阪神選手権：   女子ダブルス BEST１６ 女子シングルス BEST１６ 

兵庫県ジュニア：   男子シングルス１名 ４回戦進出 １名 ５回戦進出 

 

平成２９年度戦績 

市内大会春：   男子団体 ３位 

県総体阪神予選： 男子団体 BEST8 県大会出場  女子団体 BEST8 県大会出場 

         女子シングルス BEST１６ 

国体阪神予選：  女子シングルス 県大会出場 

県総体：     男子団体 初戦敗退  女子団体 初戦敗退 

市内大会夏：   男子ダブルス１組 BEST８ １組 BEST１６ 男子シングルス BEST８ 

         女子シングルス BEST１６ 

新人戦阪神予選： 女子シングルス BEST１６ 男子 B 級ダブルス 優勝 

阪神新人大会：  女子シングルス 県大会出場 

県新人：     女子シングルス ２回戦進出 

阪神選手権：   女子シングルス BEST１６ 

兵庫県ジュニア：   男子シングルス１名 ４回戦進出 １名 ５回戦進出 

         女子シングルス２名 ４回戦進出 

 

平成３０年度戦績 

市内大会春：   男子シングルス 準優勝 １名 BEST16 １名  

         男子ダブルス ３位 １組 BEST８ ２組 

         女子シングルス２名 BEST１６ 女子ダブルス BEST８ １組 BEST１６ ２組 

県総体阪神予選： 女子団体 県大会出場 

国体阪神予選：  女子シングルス１名 男子シングルス１名 県大会出場 

県総体：     女子団体 ３回戦進出 BEST３２ 

新人戦阪神予選： 男子シングルス BEST１６ 

阪神新人大会：  男子シングルス BEST１６ 

阪神選手権：   男子団体 BEST１６ 男子ダブルス BEST１６ 男子シングルス BEST１６ 

兵庫県ジュニア：  男子シングルス３名 ４回戦進出 

 

本校卓球部との練習試合や合同練習、またその他のお問い合わせについては 

顧問の倉原（くらはら）までご連絡ください。 


