
更新の履歴 

 

r01/12/17 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/11/09 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/10/23 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/10/23 福井県中学校秋季新人大会の記録を追加しました（中体連）。 

r01/10/19 県民卓球大会（小学生の部）の記録を追加しました（記録）。 

r01/09/27 県民卓球大会（小学生の部）の組合せを追加しました（案内）。 

r01/09/11 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/09/11 北信越中学校創業競技大会と、カデット強化大会の記録を追加しました（中体

連）。 

r01/08/21 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/07/26 福井県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました（中体連）。 

r01/07/03 中部日本予選会の記録に誤りがありました。訂正した記録を追加しました（記

録） 

r01/07/02 中部日本予選会の記録を追加しました（記録）。 

r01/06/20 中部日本予選会のタイムテーブルを追加しました（案内）。 

r01/06/20 県ホープス卓球大会の結果を追加しました（記録）。 

r01/06/09 中部日本予選会の組合せに一部誤りがありました。訂正した組合せを追加しま

す（案内）。 

r01/06/09 中部日本福井県予選会の組合せと、新しいランキングの配点表を追加しました

（案内）。 

r01/06/06 県ホープス卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

r01/06/06 中部日本福井県予選会（カデットの部）の記録を追加しました（中体連）。 

r01/05/17 ランキング表に間違いがありました。訂正したランキング表を追加します（記

録）。 

r01/05/17 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

r01/05/12 春季県中学校卓球大会の記録を追加しました（中体連）。 

r01/05/12 県選手権の記録を追加しました（記録）。 

h31/04/20 県選手権の組合せのバンビの部と１部のトーナメントを訂正しました（案内）。 

h31/04/20 県選手権の組合せを追加しました（案内）。 

h31/04/08 新しいランキング表を追加しました（記録）。県選手権の要項も追加しました。

全国大会の出場枠が変更されました（案内）。 

h31/01/25 県小学生卓球大会の記録と新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h31/01/20 福井県中学生卓球大会と福井県中学校秋季新人大会の記録を追加しました（中

体連）。 



h31/01/01 明けましておめでとうございます。福井県小学生卓球大会の組合せを追加しま

した（案内）。 

h30/12/17 新しい南キング表を追加しました。新たに 11/10 開催の越前市小中学生大会の

予選リーグ２位の選手にランキングポイントを付与しました（記録）。 

h30/11/20 新しいランキングを追加しました（記録）。 

h30/11/06 県民卓球大会の記録を追加しました。ランキング表は越前市小中学生選手権後

に更新する予定です（記録）。 

h30/10/23 県民卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h30/10/07 すみません。遅くなりましたが、新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h30/08/15 県中学生春季大会、夏季大会、中部日本カデットの部予選、県カデット強化大

会、県選手権カデットの部の記録を追加しました(中学生の記録）。 

h30/07/06 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h30/07/06 県ホープス大会の記録を追加しました（記録）。 

h30/06/27 中部日本予選会の記録を追加しました（記録）。 

h30/06/10 中部日本予選会の組合せを追加しました（案内）。 

h30/06/02 県ホープス大会の組合せを追加しました（案内）。 

h30/05/31 ランキング表と県選手権の記録に誤りがありました。訂正したファイルを追加

します（記録）。 

h30/05/20 新しいランキング表に誤りがありました。訂正したランキング表を追加します

(記録）。 

h30/05/20 県選手権の記録と新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h30/04/30 県ホープス大会の要項と参加申込書を追加しました（案内）。 

h30/04/30 県選手権の組合せを追加しました（案内）。 

h30/04/06 平成３０年度の小学生卓球連盟主管大会の日程、県選手権と中部日本予選会の

要項と、参加申込書を追加しました(案内)。 

h30/03/08 女子のランキング表の合計点数に誤りがありました。訂正したランキング表を

追加します(記録)。 

h30/02/28 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h30/02/28 東アジアホープス福井県選考会の記録を追加しました(記録)。 

h30/01/24 済みません．男子のランキング表に誤りがありました。訂正したランキング表

を追加します(記録）。 

h30/01/15 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h30/01/15 県小学生卓球大会の記録を追加しました(記録)。 

h30/01/15 県中学校卓球大会の記録を追加しました(中体連)。 

h30/01/02 県小学生卓球大会の組合せを追加しました(案内)。 

h30/01/02 明けましておめでとうございます。平成２９年の中体連(中学生)の記録を追加



しました(中学生の記録)。 

h29/12/13 済みません．女子のランキング表に一部誤りがありました．訂正したランキン

グ表を追加しました(記録）。 

h29/12/10 東京選手権福井県予選会の記録を追加しました(記録)。 

h29/12/10 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h29/12/03 済みません。女子のランキング表に一部誤りがありました。訂正したランキン

グ表を追加しました（記録）。 

h29/11/26 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h29/11/26 ホープスオープン大会代表選考会の記録を追加しました（記録）。 

h29/10/21 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h29/10/21 県民卓球大会の記録に一部誤りがありました。訂正した記録を追加しました（記

録）。 

h29/10/03 県民卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h29/09/26 県民卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h29/09/11 お久しぶりです。新しいランキング表を追加しました(記録）。 

h29/07/04 県ホープス大会の記録を追加しました（記録）。 

h29/05/31 済みません。中部日本予選会の記録のカブの部の本戦通過者の所属が一部間違

っていました。訂正した記録を追加します。 

h29/05/31 県ホープス大会の組合せを追加しました（案内）。 

h29/05/31 中部日本予選会の記録を追加しました（案内）。 

h29/05/23 中部日本予選会の組合せを追加しました（案内）。 

h29/05/15 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h29/05/15 県選手権の記録を追加しました（記録）。 

h29/04/28 県選手権の組合せを追加しました（案内）。 

h29/04/19 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h29/04/19 東アジアホープス福井県予選会の記録を追加しました(記録)。 

h29/02/13 福井県中学校卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h29/02/13 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h29/02/13 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h29/02/13 福井県小中学生強化練習会の記録を追加しました（記録）。 

h29/01/03 明けましておめでとうございます。県小学生卓球大会の組合せを追加しました

(案内)。 

h28/12/19 新しいランキング表に誤りがありました。女子の合計点数に北信越 HCB 選手権

のポイントが足されていませんでした。訂正したランキング表を追加しました(記録)。 

h28/12/18 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h28/11/30 カデットオープン大会選考会の記録を追加しました（中体連）。 



h28/11/30 ホープスオープン大会選考会の記録を追加しました（記録）。 

h28/11/30 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h28/10/31 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h28/10/29 大変遅くなりましたが、県民卓球大会の記録を追加しました（記録）。新しいラ

ンキング表の追加はは 31 日（月）頃の予定です。 

h28/10/29 福井県中学校秋季新人大会の記録を追加しました（中体連）。 

h28/09/17 県民卓球大会の組合せを追加しました(案内)。 

h28/09/08 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h28/09/08 福井県民卓球大会（小学生の部）の要項を追加しました（案内）。 

h28/09/08 中学生強化大会・県選手権（カデットの部）予選会の記録を追加しました（中

学生の記録）。 

h28/09/08 北信越中学生卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h28/07/21 福井県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました(中学生の記録)。 

h28/07/02 県ホープス大会の記録を追加しました(記録)。 

h28/06/15 県ホープス大会の組合せを追加しました(案内)。 

h28/06/07 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h28/06/07 中部日本予選会の記録を追加しました(記録)。 

h28/05/31 中部日本予選会(カデットの部）の記録を追加しました(中学生の記録）。 

h28/05/25 中部日本予選会の組み合わせを追加しました(案内）。 

h28/05/25 県ホープス大会の要項と、参加申込書を追加しました(案内)。 

h28/05/25 県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権大会の写真を追加しました。 

h28/05/10 ランキング表を再度訂正しました。訂正したランキング表を追加します(記録)。 

h28/05/09 訂正したランキング表を追加しました(記録）。 

h28/05/09 新しいランキング表に誤りがありました。修正するまで一時削除します(記録)。 

h28/05/09 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h28/05/08 県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の記録を追加しました(記録)。 

h28/05/08 春季県中学校卓球大会の記録を追加しました(案内)。 

h28/04/27 県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の１部ホープス女子の組合せに一部誤り

がありました。訂正した組合せを追加します(案内)。 

h28/04/26 県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の組合せに、1部ホープス女子の組合せ

が抜けていました。訂正した組合せを送ります(案内）。 

h28/04/25 中部日本予選会の要項、参加申込書を追加しました(案内)。 

h28/04/25 県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の組合せを追加しました(案内)。 

h28/04/25 東アジアホープス福井県予選会記録を追加しました(記録)。 

h28/03/31 ４月１日時点の新学年のランキング表(案)を追加しました。ランキングの配点

表も一部変わっています(案内)。 



h28/03/31 福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の要綱と,参加申込書を追加しました

(案内)。 

h28/03/31 平成２８年度の福井県小学生卓球連盟主管の大会日程を追加しました(案内)。 

h28/01/27 パスワードを変更しました。新しいパスワードがわからない方は 寄りの小学

生卓球連盟の役員、各団体のコーチ、監督におたずねください。 

h28/01/27 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h28/01/27 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h28/01/10 福井県中学生卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h28/01/07 国体対策小中学生強化練習会の記録を追加しました（記録）。 

h28/01/01 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。県小学生卓

球大会の組合せを追加します（案内）。パスワードは県小学生卓球大会終了後変更します。 

h27/12/21 大変遅くなってすみません。新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h27/11/05 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h27/11/05 中学生強化練習会兼カデットオープン大会予選会の記録を追加しました(中学

生の記録)。 

h27/11/04 福井県民卓球大会の記録に一部誤りがありました。訂正した記録を追加しまし

た(記録）。 

h27/10/16 県中学校秋季新人大会の記録を追加しました（中体連）。 

h27/09/28 新しいランキング表を追加しました。県民卓球大会の５年生の部と，３年生の

部のポイントが変更されています（記録）。 

h27/09/28 福井県民卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h27/09/17 8 月 30 日付の男子ランキング表に一部順位の表示の間違いがありました。訂正

したランキング表を追加しました（記録）。 

h27/09/16 福井県民卓球大会（小学生の部）の組合せを追加しました（案内）。 

h27/09/16 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h27/08/21 福井県中学校強化大会と、福井県卓球選手権(カデットの部）の記録を追加しま

した（中学生の記録）。 

h27/08/15 福井県民卓球大会(小学生の部)の要項と、申込書を追加しました(案内)。 

h27/08/10 北信越中学校総合競技大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h27/08/10 福井県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h27/06/19 県ホープス大会の記録を追加しました（記録）。 

h27/06/05 県ホープス大会の組合せを追加しました(案内)。 

h27/06/05 ランキング表の所属、学年を一部訂正しました(記録)。 

h27/05/31 中部日本予選会(カデット以下の部)の記録を追加しました(中学生の記録）。 

h27/05/24 新しいランキング表を追加しました。ホープスの部トーナメント２回戦で負け

ても、代表決定戦で勝った選手にはトーナメントベスト３２のポイントがつきます(記録)。 



h27/05/17 中部日本予選会の記録を追加しました(記録）。 

h27/05/12 県ホープス大会の要項と参加申込書を追加しました。申込む際は１部と２部の

区別がはっきり分かるように申し込んでください(案内)。 

h27/05/10 中部日本予選会の組合せを追加しました(案内)。 

h27/05/10 春季県中学校卓球大会の記録を追加しました(中学生の記録)。 

h27/05/07 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h27/05/03 福井県卓球選手権(ホープス・カブ・バンビの部)の記録を追加しました(記録)。

今年度から採用する新しいランキングの配点表を追加しました(案内)。ポイントがすべて

約２倍になり、リーグ戦等で３位～８位の順位が決まる大会は、３位から８位のポイント

に差を付けました。新しいランキング表と、大会の写真は後日追加します。 

h27/04/23 福井県卓球選手権(ホープス・カブ・バンビの部)の組合せを追加しました(案

内)。 

h27/04/19 東アジアホープス予選会の記録を追加しました(記録）。 

h27/04/18 中部日本予選会の要項、参加申込書を追加しました(案内)。 

h27/03/22 福井県卓球選手権(ホープス・カブ・バンビの部）の要項を追加しました(案内)。 

h27/03/22 平成２７年度の福井県小学生卓球連盟主管の大会日程を追加しました(案内)。 

h27/03/22 ４月１日時点の新学年のランキング表を追加しました。学年、名前、所属、卒

業していないのに名前が消えているなど問題がありましたら、所属のコーチ、または 寄

りの県小学生連盟の役員にお知らせください(案内)。 

h27/01/19 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h27/01/12 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h27/01/12 福井県中学校卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h27/01/12 パスワードを変更しました。新しいパスワードが分からない方は 寄りの小学

生卓球連盟の理事、コーチ、顧問の先生にお聞きください。 

h27/01/08 県小学生卓球大会の２部シングルスのポイントの配点を加えた、新しい配点表

を追加しました。２部シングルスのポイントは１部シングルスの１０分の１です(案内)。 

h27/01/08 小中学生強化練習会の記録を追加しました(記録)。 

h27/01/04 明けましておめでとうございます。福井県小学生卓球大会の組合せを追加しま

した。パスワードは大会終了後変更する予定です(案内)。 

h26/12/07 福井県小学生卓球大会の要項と参加申込書を追加しました(案内)。 

h26/12/02 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h26/11/25 ホープス以下オープン大会選考会の記録を追加しました(記録)。 

h26/11/09 カデットオープン大会選考会の記録を追加しました(中体連）。 

h26/10/20 福井県中学校秋季新人大会卓球競技の記録を追加しました(中体連)。 

h26/10/09 新しいランキング表を追加しました。県民卓球大会の小学 6年男子の部の記録

を一部訂正しました(記録)。 



h26/10/03 県民卓球大会の記録を追加しました(記録)。 

h26/09/20 県民卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h26/09/09 新しいランキング表を追加しました。中部日本卓球選手権の記録は福井県卓球

協会ホームページに載っています（記録）。 

h26/09/09 県カデット選手権と中学校強化大会の記録を追加しました（中体連）。 

h26/08/17 北信越中学校卓球大会の記録を追加しました（中体連）。 

h26/08/17 福井県民卓球大会の要項と参加申込書を追加しました（案内）。 

h26/08/17 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h26/08/17 県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました（中体連）。 

h26/06/24 県ホープス大会の結果を追加しました（記録）。 

h26/06/09 県ホープス卓球大会の組合せを追加しました。今大会、女子の部はスーパーシ

ード制（上位シードのチームは予選リーグなしで決勝トーナメントに進出）を採用しまし

た。詳しくは 寄りの県小学生卓球連盟理事にお尋ねください（案内）。 

h26/06/02 ランキング表の所属が一部間違っていました。訂正したランキング表を追加し

ます（記録）。 

h26/05/31 中部日本予選会（カデットの部）の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h26/05/30 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h26/05/30 中部日本予選会の記録を追加しました（記録）。 

h26/05/19 県ホープス大会の要項と、参加申込書を追加しました（案内）。 

h26/05/19 中部日本予選会の組合せを追加しました（案内）。 

h26/05/12 春季県中学校卓球大会の記録を追加しました。パスワードは去年から変わって

いません（中学生の記録）。h26/05/02 新しいランキング表を追加しました。名前、点数、

所属,学年等間違いがありましたら 寄りのホープス委員、または小学生連盟の理事にお

知らせください。中部日本予選会の組合せ会議は５月１１日（日）に行われます。組合せ

は新しいランキング表を基に作られます。組合せ会議以降にランキング表の間違いが発覚

しても組合せを作り替えることは難しいので間違いが見つかったら早めにお知らせくださ

い（記録）。 

h26/05/01 福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の開会式の終了後、真木前会長に感

謝状が贈られました（案内）。 

h26/04/30 福井県ホープス・カブ・バンビの記録を追加しました。新しいランキング表は

もう少しお待ちください（記録）。 

h26/04/21 福井県ホープス・カブ・バンビの組合せを追加しました。選手名の後ろに○で

囲んだ Pのマークがついている選手はペンホルダー選手です。各チームの指導者の方は自

チームのペンホルダー選手に“○にＰ”がついているか確認してください（案内）。 

h26/04/21 東アジアホープス選考会県予選の記録を追加しました（記録）。 

h26/04/04 中部日本予選会の開催日が５月１７日（土）から５月２５日（日）に変更にな



りました（案内）。 

h26/04/01 新学年のランキング表を追加しました（案内）。 

h26/04/01 全農杯第 33 回福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権大会の要項を追加しま

した（案内）。 

h26/04/01 福井県ホープス卓球大会のシードの決定方法が変更されました（案内）。 

h26/04/01 ランキングポイントの配点が一部変更されました（案内）。 

h26/02/19 新しいランキング表を追加しました（案内）。 

h26/01/23 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました。パスワードの変更は延期します

（記録）。 

h26/01/15 福井県小学生卓球大会の組合せを追加しました。パスワードは大会終了後変更

します(案内)。 

h26/01/13 福井県中学生卓球大会の記録を追加しました（中体連）。 

h26/01/13 福井県小中学生強化練習会の記録を追加しました(記録）。 

h25/11/26 新しいランキング表を追加しました。ランキング表に誤りが見つかった場合、

早めに 寄りの県小学生連盟役員にお知らせください（案内）。 

h25/11/25 小学生強化練習会（オープン大会選考会）の記録を追加しました（記録）。 

h25/11/25 福井県小学生卓球大会の要項、参加申し込み書を追加しました（案内）。 

h25/11/11 カデット強化練習会（オープン大会選考会）の記録を追加しました（中体連）。 

h25/11/11 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h25/10/29 福井県民卓球大会（小学生の部）の記録を追加しました（記録）。 

h25/10/19 福井県秋季新人競技大会の記録を追加しました（中体連）。 

h25/10/15 県民卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h25/09/21 ランキング表の女子のポイントに一部誤りがありました。訂正したランキング

表を追加します(記録）。 

h25/09/12 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h25/09/12 県民卓球大会（小学生の部）の要項、申し込み書を追加しました（案内）。 

h25/08/29 県選手権カデットの部・中学校強化大会の記録を追加しました（中体連）。 

h25/08/26 全国ホープス卓球後援会会長杯の要項を追加しました（案内）。 

25/07/27 県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました(中体連)。 

h25/07/27 第２回小学生強化練習会の記録を追加しました(記録)。 

h25/06/25 県ホープス大会の記録を追加しました（案内）。 

h25/06/25 第 34 回福井県小学生卓球大会の期日及び会場が変更されました（案内）。 

h25/06/11 県ホープス大会の組み合わせを追加しました（案内）。 

h25/06/03 中部日本予選会（ホープス以下の部、カデットの部）の記録を追加しました（記

録、中体連）。 

h25/05/15 新しいランキング表を追加しました。中部日本予選会の記録はもう少しお待ち



ください（記録）。 

h25/05/13 平成 25 年度春季福井県中学校卓球大会の記録を追加しました（案内）。 

h25/05/03 新しいランキング表を追加しました。所属が変更になった、チーム名が代わっ

た、学年が違う等ありましたら 寄りの小学生連盟の役員にお知らせください。

学年が抜けている選手がいますが、近日中に訂正します（記録）。 

h25/05/01 県選手権の記録を追加しました（記録）。 

h25/04/22 県選手権と中部日本予選会の組み合わせを追加しました。県選手権の試合方法

が一部変更されます（案内）。 

h25/04/22 ホープス東アジア予選県予選会の記録を追加しました（記録）。 

h25/04/17 お詫び。県選手権と中部日本予選会の組み合わせを本日ホームページに載せる

予定でしたが、諸般の事情により載せるのが遅れることになりました。すみま

せん。 

h25/04/02 ３月２９日～３１日に三重県で行われた全国ホープス選抜卓球大会で、福井県

選抜の女子チームが３位に入賞しました。男子チームは３位トーナメント１位

でした。おめでとうございます。 

h25/04/02 パスワードを変更しました。パスワードが分からない方は 寄りのコーチ、顧

問の先生にお聞きください。 

h25/03/24 ４月１日時点のランキング表を追加しました（案内）。 

h25/03/24 平成２５年度小学生卓球連盟主管大会の日程および要項を追加しました（案内）。 

h25/01/22 県小学生卓球大会の記録と、新しいランキング表を追加しました。パスワード

は以前のままです（記録）。 

h25/01/17 卓愛塾（卓愛レジェンド）のホームページへのリンクを追加しました（リンク）。 

h25/01/14 福井県中学校卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h25/01/09 東海福井合宿予選会の記録の選手の所属を一部訂正しました（記録）。 

h25/01/08 福井県小学生卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h25/01/08 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。パスワード

は県小学生卓球大会の終了後に変更します。１月５日の東海福井合宿予選会の

記録を追加しました（記録）。 

 

h24/12/06 福井県小学生卓球大会の要項（訂正版）、申込書を追加しました（案内）。 

h24/12/06 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h24/12/06 ホープス以下オープン大会代表選考会の結果を追加しました（記録）。 

h24/11/19 8 月 6・7 日に開催された北信越中学校総合競技大会の記録がホームページから

消えていましたので、再度追加しました（中学生の記録）。 

h24/11/19 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h24/11/14 カデットオープン大会代表選考会の結果を追加しました（中学生の記録）。 



h24/11/14 福井県民卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h24/10/31 福井県中学校秋季新人大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/10/31 福井県民卓球大会の組み合わせを追加しました（案内）。 

h24/09/13 福井県民卓球大会の要項（訂正版）、申込書を追加しました（案内）。 

h24/09/13 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h24/08/26 福井県卓球選手権大会(カデットの部)、福井県中学校強化大会の記録を追加し

ました(中学生の記録)。 

h24/08/05 新しいランキング表を追加しました(記録)。 

h24/07/27 福井県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/07/27 第２回小学生強化練習会の記録を追加しました（記録）。 

h24/06/19 県ホープス卓球大会の記録を追加しました（案内）。 

h24/06/17 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h24/06/10 中部日本ホープス以下の部予選会の記録を追加しました（記録）。 

h24/06/04 中部日本カデットの部予選会の記録を一部修正しました（中学生の記録）。 

h24/06/03 中部日本カデットの部予選会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/05/29 中部日本予選会と県ホープス大会の組合せを追加しました。中部日本の本戦出

場枠はカブは２４名、ホープスは３６名です（案内）。 

h24/05/22 ランキング表を一部修正しました。 

h24/05/18 新しいランキング表を追加しました（記録）。 

h24/05/16 県卓球選手権（ホープス・カブ・バンビの部）の記録を追加しました（記録）。 

h24/05/13 平成２４年度春季県中学校卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/05/07 福井県卓球選手権（ホープス・カブ・バンビの部）の組合せを追加しました。

１ページ目に清水中学校の駐車場の案内図がありますので、確認お願いします

（案内）。 

h24/04/28 １１月１０日の県民卓球大会と、平成２５年１月１０日の県小学生卓球大会の

要項を追加しました。要項は訂正されることがあるので大会前に再度確認して

ください（案内）。 

h24/04/23 ４月１日時点のランキング表（仮）の所属を一部訂正しました（案内）。 

h24/04/22 東アジアホープス大会福井県予選会の記録を追加しました（記録）。 

h24/04/02 第１３回全国中学選抜卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/03/26 第３１回福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権の要項と参加申込書を追加

しました(案内)。 

h24/03/22 平成２４年度の新学年のランキング表を追加しました(案内)。 

h24/01/20 パスワードを新しくしました。パスワードが分からない方は、 寄りの卓球連

盟役員、クラブのコーチ、卓球部の顧問の先生にお聞きください。 

h24/01/20 新しいランキング表を追加しました（記録）。 



h24/01/16 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました（記録）。 

h24/01/15 福井県中学校卓球大会の記録を追加しました（中学生の記録）。 

h24/01/11 福井県小学生卓球大会の組合せを追加しました（案内）。 

h24/01/11 ランキング表を訂正しました。昨年１１月２６日に実施したホープス以下予選

会のポイントは昨年度同様全体のベスト８にのみポイントを付けることになり

ました（カブの部の選手には申し訳ありませんでした）。カブの部のポイントに

関しては、点数を低く訂正し、３月のホープス委員会で、来年度以降ポイント

を付けるかどうか検討することになりました（記録）。 

h24/01/10 東海福井合宿予選会の記録に所属の間違いがありました。訂正した記録を追加

しました（記録）。 

h24/01/08 東海福井合宿予選会の記録を追加しました（記録）。 

h24/01/01 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。毎年この日

にパスワードを変更していますが、１月１５日の県小学生卓球大会の組合せを

見るのに不都合が生じますので、パスワードは県小学生卓球大会の終了後に変

更します。 

 

h23/12/13 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/11/27 オープン大会ホープス以下予選会の記録を追加しました。（記録） 

h23/11/12 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/11/08 オープン大会カデット予選会の記録を追加しました。（中学生の記録） 

h23/10/30 福井県中学校秋季総合競技大会の記録を追加しました。（中学生の記録） 

h23/10/26 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/10/24 8 月 25 日平成 23 年度福井県卓球選手権大会（カデットの部）の女子 13 才以下

1部のトーナメントの記録を一部訂正しました。（中学生の記録） 

h23/10/24 福井県民卓球大会（小学生の部）の記録を追加しました。（記録） 

h23/10/15 福井県民卓球大会（小学生の部）の組合せを追加しました。今大会は参加人数

が 11 人以下の種目は予選リーグ→各リーグの 1位、2位による決勝トーナメン

ト、12 人以上 24 人以下の種目は予選リーグ→各リーグの 1 位による決勝トー

ナメントとなる組合せとしました。（案内） 

h23/09/10 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/08/26 平成 23 年度福井県卓球選手権大会(カデットの部）、福井県中学校強化大会の

記録を追加しました。(中学生の記録） 

h23/08/15 第 32 回北信越中学校総合競技大会の記録を追加しました。(中学生の記録） 

h23/07/30 第 1 回小学生強化練習会の記録のチーム名の間違いを訂正しました。（記録） 

h23/07/29 第 1 回小学生強化練習会の記録を修正しました。（記録） 

h23/07/28 第 1 回小学生強化練習会の記録を追加しました。（記録） 



h23/07/28 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/07/25 福井県中学校夏季総合競技大会（個人戦）の記録を追加しました。（中学生の記

録） 

h23/07/23 福井県中学校夏季総合競技大会（団体戦）の記録を追加しました。（中学生の記

録） 

h23/06/30 福井県ホープス大会の記録を追加しました。（記録） 

h23/06/22 新しいランキング表を追加しました。今回の中部日本予選会は、本戦の出場枠

に入った選手をランキングポイントの対象としています。参加人数と本戦の出

場枠の関係で、カブ男子は 1回戦を勝ち上がった選手、カブ女子は 2回戦を勝

ち上がった選手、ホープスは 2回戦を勝ち上がった選手と代表決定戦に勝った

選手がポイントの対象です。（記録） 

h23/06/19 福井県ホープス卓球大会の組み合わせを追加しました。（案内） 

h23/06/19 中部日本卓球選手権福井県予選会の記録を追加しました。（記録） 

h23/06/15 中部日本卓球選手権大会ホープス以下の部福井県予選会の組み合わせを追加し

ました。（案内） 

h23/06/09 中部日本卓球選手権大会カデットの部福井県予選会の記録を追加しました。（中

学生の記録） 

h23/05/17 新しいランキング表を追加しました。氏名や学年、所属等間違いがありました

ら、お手数ですが 寄りの県小学生卓球連盟の役員にお知らせください。(記

録) 

h23/05/17 県卓球選手権大会の記録を追加しました。(記録) 

h23/05/11 清水中学校体育館の駐車場案内図を追加しました。（案内） 

h23/05/11 県ホープス･カブ･バンビ卓球選手権の組み合わせを追加しました。（案内） 

h23/05/11 東アジアホープス予選代表選考会の記録を追加しました。（記録） 

h23/05/09 県中学校春季強化大会の記録を追加しました。(中学生の記録) 

h23/03/01 全国中学選抜卓球大会のホームページをリンクしました。(リンク) 

h23/02/08 新しいランキング表を追加しました。（記録） 

h23/01/19 県小学生卓球大会の記録を追加しました。（記録） 

h23/01/17 県中学校卓球大会の記録を一部訂正しました。（中学生の記録） 

h23/01/15 県中学校卓球大会の記録を追加しました。(中学生の記録) 

h23/01/01 県小学生卓球大会の組み合わせを追加しました。（案内） 

h23/01/01 明けましておめでとうございます。パスワードを変更しました。新しいパスワ

ードが分からない方は 寄りの県小学生卓球連盟の役員にお尋ね下さい。 

h22/12/08 新しいランキング表を追加しました。 

h22/11/28 ホープスオープン大会選考会の記録を追加しました。 

h22/11/28 新しいランキング表を追加しました。 



h22/10/31 カデットオープン大会選考会の記録を追加しました（中体連）。 

h22/10/31 県秋季新人総合競技大会の記録を追加しました（中体連）。 

h22/10/29 新しいランキング表を追加しました。 

h22/10/25 県民卓球大会の記録を追加しました。 

h22/10/20 県民卓球大会（小学生の部）の組み合わせを追加しました。（案内） 

h22/09/04 女子のランキング表の合計ポイントが間違ってました(中部日本卓球選手権以

前の合計ポイントになっていました）。訂正したランキング表を追加します。 

h22/09/02 大変遅くなりましたが、新しいランキング表を追加しました。名前や、ポイン

ト等間違いがありましたら、 寄りの県小学生卓球連盟役員にお知らせくださ

い。 

h22/08/28 県選手権（カデットの部）と中学校強化大会の記録を追加しました（中体連）。 

h22/08/07 北信越中学校卓球大会の記録を追加しました（中体連）。 

h22/07/25 県中学校夏季総合競技大会の記録を追加しました（中体連）。 

h22/06/29 中部日本予選会の記録を追加しました。 

h22/06/18 中部日本予選会の組み合わせを追加しました（案内）。 

h22/06/08 県ホープス卓球大会の記録を追加しました。 

h22/06/07 中部日本卓球選手権大会福井県予選会（カデットの部）の記録を追加しました

（中体連）。 

h22/06/02 県ホープス大会の組み合わせを追加しました（案内）。 

h22/05/19 新しいランキング表を追加しました。名前やポイント、４月から所属が変わっ

た等間違いがありましたら、お手数ですが 寄りの福井県小学生卓球連盟の役

員にお知らせください。 

h22/05/18 県選手権の記録を一部訂正しました。 

h22/05/17 県選手権の記録を追加しました。新しいランキング表は後日。 

h22/05/14 県選手権の会場周辺の駐車場案内図を追加しました(案内) 

h22/05/12 県選手権の組み合わせを追加しました（案内） 

h22/05/09 県中学校春季卓球大会の記録を追加しました。(中体連) 

h22/04/08 新しいランキング表を追加しました（案内のページからダウンロードできます）。

５月の福井県卓球選手権はこのランキング表を基にシードを決めます。ランキ

ング表の名前、学年、所属、ポイント等間違いがありましたら、お手数ですが

お早めに 寄りの福井県小学生卓球連盟の役員にお知らせください。 

h22/01/18 ランキング表にポイントの間違いがありました（すみません）。訂正したランキ

ング表を追加しました。 

h22/01/18 平成２１年度福井県中学校卓球大会の記録を追加しました。（中体連） 

h22/01/16 新しいランキング表を追加しました。 

h22/01/13 県小学生卓球大会の記録を追加しました。（ランキング表は後日） 



h22/01/01 あけましておめでとうございます。県小学生卓球大会の組み合わせを追加しま

した。案内のページにあります。 

h22/01/01 パスワードを変更しました。パスワードがわからない方は、小学生卓球連盟の

理事、またはスポ少・クラブチームのコーチ、卓球部の顧問の先生にお尋ねく

ださい。 

h21/12/21 ランキング表の女子の 2ページ目が古いランキングになっていました。 

h21/12/10 ランキング表の氏名を一部訂正しました。 

h21/12/03 オープン大会予選会（名古屋・大阪）ホープス以下の部の記録を追加しました。 

h21/12/03 新しいランキング表を追加しました。 

h21/11/01 平成２１年度第４回福井県中学校秋季新人大会の記録を追加しました。（中体

連） 

h21/11/01 ランキング表の所属に一部誤りがありました。訂正したランキング表を追加し

ました。 

h21/10/29 ”丸岡卓球 JSC”のホームページへのリンクを追加しました。 

h21/10/29 中体連のページ（中体連の事務局公認です）を新設しました。中学生の大会の

記録や案内をみることができます。パスワード付きのリンクになっています。

お手数ですがパスワードは顧問の先生、地元のスポ少の監督、コーチにお聞き

ください。 

h21/10/29 新しいランキング表を追加しました 

h21/10/29 県民卓球大会の記録を追加しました 

h21/10/20 県民卓球大会の組み合わせを追加しました 

h21/09/01 新しいランキング表を追加しました 

h21/08/08 新しいランキング表を追加しました 

h21/06/29 新しいランキング表を追加しました。 

h21/06/28 中部日本予選会の記録を追加しました。 

h21/06/28 ホームページにパスワードを設定しました。このページから記録やリンク、案

内のページに移動するときに、パスワードを入力が必要になります。選手や父

兄の方々にはお手数ですが、パスワードの入力をお願いします。パスワードが

わからない方は、各チームの監督、コーチ、または 寄りの福井県小学生卓球

連盟の役員にお尋ねください。 

h21/06/26 中部日本予選会のカブ女子のシードに誤りがありました。カブ女子の部を新し

く作り直した組み合わせを追加しました。本当にすみませんでした。 

h21/06/24 中部日本予選会の組み合わせを追加しました。（案内のページからダウンロー

ドできます。） 

h21/06/18 県ホープス卓球大会の記録を追加しました。 

h21/06/16 ランキング表を訂正しました。県選手権のホープス男女の部はベスト３２まで、



カブ男子の部はベスト１６までのポイントをそれぞれ加算しました。今回カブ

女子の部のポイントの変更はありません。(ランキング表に誤りがありました

ら、お手数ですが、なるべく早く 寄りの県小学生卓球連盟の役員まで連絡お

願いします。） 

h21/06/11 県ホープス大会の組み合わせに、各チームの参加者名簿を追加しました。 

h21/06/10 県ホープス大会の組み合わせを追加しました。(案内のページからダウンロー

ドできます。） 

h21/05/19 新しいランキング表を追加しました。（ポイントや、名前、所属、学年等に誤り

がありましたら、お手数ですが、 寄りの福井県小学生卓球連盟の役員に連絡

お願いします） 

h21/05/18 県選手権の記録を追加しました。 

h21/05/11 県選手権の組み合わせを追加しました。（案内のページからダウンロードでき

ます） 

h21/04/29 新しいランキング表の名前を一部訂正しました。 

h21/04/20 新しいランキング表の所属を一部訂正しました。 

h21/04/09 新しいランキング表の名前を一部訂正しました。 

h21/04/06 新しいランキング表の所属を一部訂正しました。ランキング表に誤りがありま

したらなるべく早く 寄りの福井県小学生卓球連盟の役員に連絡お願いします。 

h21/04/06 ランキング表の配点を新しくしました。（案内のページからダウンロードでき

ます） 

h21/02/16 県ダブルス大会（小・中の部）の記録を追加しました 

h21/01/14 ランキング表の所属を一部訂正しました（すみません） 

h21/01/13 新しいランキング表を追加しました 

h21/01/13 県小学生卓球大会の記録を追加しました 

h21/01/06 県小学生卓球大会の組み合わせを追加しました 

h20/12/18 ランキング表の名前を訂正しました 

h20/12/02 ランキング表の山下杯のポイントを１部訂正しました（すみません） 

h20/12/01 新しいランキング表を追加しました 

h20/11/29 オープン大会福井県予選会の記録を追加しました 

h20/11/10 ランキング表の氏名を一部訂正しました(すみません) 

h20/11/09 ランキング表の大会名を訂正しました 

h20/11/06 新しいランキング表を追加しました 

h20/10/28 福井県民卓球大会の記録を追加しました 

h20/09/19 ランキング表の所属を一部訂正しました 

h20/09/11 新しいランキング表を追加しました 

h20/08/28 新しいランキング表を追加しました 



h20/07/03 新しいランキング表を追加しました 

h20/06/30 中部日本卓球選手権大会福井県予選会の記録を追加しました 

h20/06/15 福井県ホープス卓球大会の記録を追加しました 

h20/05/30 小学生部会からのお知らせを追加しました 

h20/05/27 ランキング表の所属を一部訂正しました（すみません） 

h20/05/27 新しいランキング表を追加しました 

h20/05/27 福井県卓球選手権大会の記録を追加しました 

h20/05/19 小学生部会理事会での申し合わせ事項を追加しました 

h20/05/19 小学生部会からの案内のページを新設しました 

h20/05/07 ランキング表で一部所属の訂正をしました 

h20/05/05 新しいランキング表を追加しました 

h20/01/23 新しいランキング表を追加しました 

h20/01/22 福井県小学生卓球大会の記録を追加しました（新しいランキング表、写真は後

日） 

h19/12/07 新しいランキング表を追加しました（遅くなってすみません） 

h19/11/11 新しいランキング表を追加しました 

h19/10/23 福井県ホープスオープン大会代表選考会の記録を追加しました。 

h19/09/14 第 32 回福井県民卓球大会の記録を追加しました。 

h19/09/07 新しいランキング表を追加しました 

h19/08/07 新しいランキング表を追加しました 

h19/07/10 ランキング表を一部訂正しました。（丸岡 JSC の由水大雅君の中部日本予選会

のポイントが抜けていました。ごめんなさい） 

h19/07/09 新しいランキング表を追加しました 

h19/07/06 中部日本予選会の記録に一部誤りがありました。ホープス女子の順位が一部入

れ替わっています。訂正したファイルを追加しました。 

h19/07/03 第 59 回中部日本卓球選手権大会福井県予選会の記録を追加しました 

h19/06/22 第 25 回福井県ホープス卓球大会の記録を追加しました 

h19/06/01 ランキング表を一部訂正しました（堤皐希さんの所属に誤りがありました、ご

めんなさい） 

h19/05/29 新しいランキング表を追加しました 

h19/05/29 第 26 回福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権大会の記録を追加しました 

h19/05/15 リンクを始めました  

h19/02/19 新しいランキング表を追加しました 

h19/01/26 第 27 回福井県小学生卓球大会の記録を追加しました 

h19/01/26 新しいランキング表を追加しました 

h18/11/27 新しいランキング表を追加しました 



h18/11/19 新しいランキング表を追加しました 

h18/11/06 新しいランキング表を追加しました 

h18/10/22 第 32 回県民卓球大会の記録を追加しました 

h18/09/07 新しいランキング表を追加しました 

h18/08/24 新しいランキング表を追加しました 

h18/08/02 新しいランキング表を追加しました 

h18/07/03 新しいランキング表を追加しました 

h18/07/03 第５８回中部日本卓球選手権大会福井県予選会の記録を追加しました 

h18/06/19 第 24 回福井県ホープス卓球大会の記録を追加しました 

h18/06/14 新しいランキング表を追加しました 

h18/06/14 平成 18 年度福井県ホープス・カブ・バンビ卓球選手権大会の記録を追加しまし

た 

h18/06/14 平成 17 年度の記録を追加しました 


