
平成２５年度 夏季ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会

主催 愛知県卓球協会

平成２５年７月２日 主管 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟

日本ガイシスポーツプラザ 協賛 （株 ）タマス

Ｖ・Ａ・Ｂの部 成績結果一覧

優 勝 準 優 勝 三 位

Ｖの部 尾関 江利香 宮前 康子 星野 みち代 神 麻理

（東海） （豊田） （西尾） （大口）

Ａの部 池本 令子 森 友理奈 加藤 英子 杉浦 万記子

（１） （岡崎） （あま） （北） （東浦）

小酒井 豊美 尾崎 千尋 梅崎 百合名 林 美佐子

（２）

（愛西） （東海） （常滑） （豊田）

Ｂの部 堀田 香 道明 佳代子 玉熊 静子 中江 恵美

（１） （港） （稲沢） （春日井） （西）

森 陽子 稲垣 生苗 洲本 朝子 村上 宏実

（２）

（瑞穂） （岡崎） （瀬戸） （大府）

糠谷 由美子 加藤 木春 佐藤 真弓 久我 妙子

（３）

（常滑） （北名古屋） （一宮） （岩倉）



平成２５年度 夏季ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会
主管 愛知県卓球協会

平成２５年７月２日 主催 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟
日本ガイシスポーツプラザ 協賛 （株）タマス

Ａの部（１）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

１ 橋本 杉浦 鈴木 清水 掛野 池本 真砂 ８万

（北） （東浦） 小牧 安城 （尾張旭） （岡崎） （知多）（ ）（ ）

11 2
0 13２ 中田 池野 岩下 ＢＹＥ ９

0（蟹江） 北名古屋 （西）（ ）

1 10３ 寺地 林 中垣 河野 坂野 斎藤

（東海） （岡崎） （緑） （港） （大府） （江南）0
キ

0 11４ 志田 水野 大久保 藤原 鈴木 進藤歌

（知多） （豊田） （守山） （一宮） （豊橋） （西）

12
12５ 中村 阪野 森 打田 北川 石原

（豊橋） （東） （あま） （清須） （武豊） （碧南）2
14

0 1 13６ 山野 山之内 下元 勝 亀山 市川

（刈谷） （大府） （尾張旭） （豊田） （守山） （岩倉）0
0

13 14７ 浦本 武田 榊原 伊藤 伊佐治 加藤貴

（港） （江南） （美浜） （豊川） （東海） （北）

試合順序 ３チーム ①Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ
４チーム ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ ④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ



Ａの部（２）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

15 2 22中澤 花島 杉山 林 山澤 伊藤

（あま） （東海） （守山） （豊田） （あま） （東海）

0
15 16 1 23 17神谷 戸田 安居院 ＢＹＥ

1（知立） （春日井） （豊橋）

17 24芳武 梅崎 山口 山内 森田 武内幸

（港） （常滑） （刈谷） （武豊） （昭和） （岡崎）0

18 3 0 1 25小酒井 高尾 森 - 中村 齋藤 久保田寿

（愛西） （緑） （岡崎） （西） （豊山） （犬山）

16 19 1 1 26小澤 澤田 浜島 岡本 山田 青山

（清須） （西） （大府） （刈谷） （弥富） （小牧）

18
20 27国枝 中崎 加藤 尾崎 山口 伊藤恵

（東） （知多） （豊田） （東海） （東） （豊川）

1
17 21 2 1 28下出 加藤 佐藤 稲垣 近藤 長谷川

（東海） （弥富） （名東） （緑） （大府） （江南）

試合順序 ３チーム ①Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ



平成２５年度 夏季ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会
主管 愛知県卓球協会

平成２５年７月２日 主催 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟
日本ガイシスポーツプラザ 協賛 （株）タマスＢの部（１）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

1 10１ 青木 服部 ８ 成瀬 栗林 中江 橋本 鈴宮

知多 ( ) （豊田） （一宮） （西） （豊田） （大府）（ ） 東 ﾘｰｸﾞ

19 22
0 1 11２ 山中 高倉ま 中村 柴田 梶田 本部

（稲沢） （西） （豊明） （一宮） （春日井） （港）0

2 1 12３ 玉熊 奥田 伊藤 坂本 高田 柴田房

春日井 （昭和） （豊橋） （安城） （日進） （緑）（ ） 0

20 0 13 23４ 田辺 石田 稲森 細野 長谷川 丹羽

（江南） （港） （安城） （東海） （刈谷） （瀬戸）

1
3 2 14５ 坂下 高野 河瀬 - 野見山 橫嶋 森田

（守山） （刈谷） （あま） （港） （尾張旭） （武豊）2

1 15６ 山内 佐野 鈴木 佐々木 横山 太田

尾張旭 （名東） （一宮） （春日井） （豊橋） （一宮）（ ） 2

21 1 16７ 望月 久米 高谷 望月 宮島 北口

（西） （東浦） （清須） （瑞穂） （犬山） （豊田）0
24

2 17８ 河合 鬼頭 服部 ＢＹＥ田中

（ ）（豊田） （瀬戸） ( ) 東守山

22 18９ 有村 遠藤 堀田 道明 仮屋 岡田

（一宮） （東海） （港） （稲沢） （守山） （岡崎）

試合順序 ３チーム ①Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ
４チーム ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ ④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ



Ｂの部（２）
第３競技場

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

19 2 28鴫原 髙橋 山口 小西 幸田 鈴木

（東海） （豊橋） （昭和） （小牧） （春日井） （千種）0
1

25 20 1 29 28秋田 安達 石川 深見 寺井 城尾陽

（瀬戸） （北） （碧南） （東） （豊田） （一宮）2

21 0 30佐川 榊原 東 原 吉澤 篠田

（守山） （岡崎） （犬山） （津島） （東海） （守山）

22 31三井 岡本 森 安村 加藤 稲垣

（一宮） （みよし） （瑞穂） （港） （瀬戸） （岡崎）

26 23 1 3 0 0 32 29伊藤 原 柴田 - 高野 佐武 志手

春日井 （港） （清須） （東海） （緑） （一宮）（ ）

24 0 33大橋 坂野 伊藤 吉川 村上 安藤久

尾張旭 （半田） （緑） （西） （大府） （豊田）（ ）

2
25 34平松 石丸 洲本 川脇 西山 鈴木

（豊田） （一宮） （瀬戸） （蟹江） （港） （日進）1

27 26 2 1 35 30林 田畑 石井 松田 大浦 樋口

（日進） （稲沢） （港） （豊明） （豊橋） （守山）0

27 0 2 36上村 森 世古 船戸 笠継 中西

（名東） 北名古屋 （豊川） （瑞穂） （江南） （刈谷）（ ）

試合順序 ３チーム ① Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ



Ｂの部（３）
第３競技場

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

37 2 46青木 江川 服部 森 山田 高木由

（港） （安城） （稲沢） （緑） （春日井） （みよし）

31 38 47 34秋田 中村 宇野 内田 佐藤 羽田

（清須） （豊川） （豊田 ） （東浦） （一宮） （守山）0 0

39 0 1 48杉江 伊藤 山田 清水 早川 杉浦

（半田） （刈谷） （昭和） （豊明） （北） （半田）0

40 49吉原 植野 加藤 三浦 青木 恒川美

（守山） （豊田） 北名古屋 （豊田） （港） （清須）（ ）

32 41 0 50 35沢村 大西 平井 水野 迎 森岡

（一宮） （港） （瀬戸） - （西） （江南） （刈谷）0 3 1

42 1 1 51木村 伊藤 唐澤 大薮 梶野 松下玉

（緑） （一宮） （知多） （扶桑） （緑） （岡崎）

43 1 52久我 内田 船越 毛利 後藤 水野光

（岩倉） （岡崎） （港） （港） （豊田） （豊山）0 0

33 44 53 36薄衣 古野 鵜飼 小澤 伊藤 吉見美

（豊田） （瑞穂） （春日井） （春日井） （一宮） （豊橋）1

45 0 54藤間 田中 時吉 糠谷 多武良 西村

（日進） （東海） （中村） （常滑） （清須） （守山）

試合順序 ３チーム ①Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ



平成２５年度 夏季ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会
主管 愛知県卓球協会

平成２５年７月２日 主催 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟
日本ガイシスポーツプラザ 協賛 （株）タマスＶ の 部

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

１ １ 星野 柿崎 宮地 大竹 原田 日比野 西川 鶴田 藤澤 谷平 ６1 16
（ ）（西尾 （港） （昭和） （一宮） （豊橋） （港） （扶桑） （北） （幸田） 長久手

1
17２ 日比野 西川 鶴田 藤澤 谷平 星野 柿崎 宮地 大竹 原田

（港） （扶桑） （北） （幸田） 長久手 （西尾） （港） （昭和） （一宮） （豊橋）（ ） 0

３ ５神 後藤 藤澤 西山 伊藤 望月 鈴木 安井1 0 0 18
（大口） （豊田） （知多） （中村） （緑） （岡崎） （半田） （西）

0 19４ 伊藤 望月 鈴木 安井 神 後藤 藤澤 西山
２ （緑） （岡崎） （半田） （西） （大口） （豊田） （知多） （中村）

1 20５ 浅野 山内 水野 光部浅野 山内 水野 光部
（西） （一宮） （緑） （田原）（西） （一宮） （緑） （田原） 0 1

1 0 21６ 石本 杉本 大町 水野 加藤 浜島 竹中 三好
（豊田） （あま） （港） （尾張旭） （港） （弥富） （豊田） （岡崎）0 1

７ 加藤 浜島 竹中 三好 - ７3 0 1 22尾関 麦田 田渕 桂木
（東海） （刈谷） （北） （日進）（港） （弥富） （豊田） （岡崎）

・
23８ 尾関 麦田 田渕 桂木 石本 杉本 大町 水野

（東海） （刈谷） （北） （日進） （豊田） （あま） （港） （尾張旭） ８

0 24９ 加藤 大野 東 今井加藤 大野 東 今井
（名東） （岡崎） （緑） （岩倉）（名東） （岡崎） （緑） （岩倉） 0

10 1 25３ 伊藤 杉江 坪内 横井 村松 長岡 田中 鈴木
（刈谷） （東海） （港） （豊橋） （豊川） （あま） （港） （知立）0 2

・
11 1 0 26村松 長岡 田中 鈴木 林 安藤 河野 渡辺

（岩倉） （港） （豊田） （千種）４ （豊川） （あま） （港） （知立）

12 27林 安藤 河野 渡辺 伊藤 杉江 坪内 横井
（岩倉） （港） （豊田） （千種） （刈谷） （東海） （港） （豊橋）2

９
13 2 0 28臼井 森 黒木 井川 臼井 森 黒木 井川

（弥富） （港） 北名古屋 （守山）（弥富） （港） 北名古屋 （守山）（ ） 0 2 （ ）

14 29宮前 田畑 中島 新井 伊藤 川口 那須 高橋 寺尾
（豊田） （中村） （東） 尾張旭 （あま） （中村） （一宮） （幸田） （尾張旭）（ ）

５
15 0 30 10川口 那須 高橋 寺尾 宮前 田畑 中島 新井 伊藤

（中村） （一宮） （幸田） （尾張旭） （豊田 （中村） （東） 尾張旭 （あま）（ ）

※ ：リーグ２位の方赤字
試合順序 ４人 ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ

④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ
試合順序 ５人 ①Ｂ：Ｅ＝Ａ ②Ｃ：Ｄ＝Ｂ ③Ａ：Ｅ＝Ｃ ④Ｂ：Ｃ＝Ｄ ⑤Ａ：Ｄ＝Ｅ

⑥Ｃ：Ｅ＝Ａ ⑦Ａ：Ｃ＝Ｂ ⑧Ｂ：Ｄ＝Ｅ ⑨Ａ：Ｂ＝Ｄ ⑩Ｄ：Ｅ＝Ｃ


