
　　　　　　　　　　２０２２年度　３ダブルス卓球大会（団体戦）
主催 愛知レディース卓球連盟
協賛 日本卓球株式会社

２０２２年７月７日（木）組み合わせ
リーグ 1 2 3 4 5 6

1 豊田　A 東　　 A 東海　A 中村　A 一宮　A 緑　 　A　　

2 稲沢　A 大府　A 弥富　A 熱田　A 刈谷　A 西　　 A

3 瑞穂　A 日進　A 豊田　Ｂ 港　 　Ａ 名東　Ａ 北　 　Ａ

4 守山　Ａ 中川　Ａ 北　 　Ｂ 愛西　Ａ 中村　Ｂ 一宮　Ｃ

5 豊橋　Ｃ 瀬戸　Ａ 西尾　Ａ 豊田　Ｄ 一宮　Ｂ 安城　Ｂ

6 港　　 Ｂ 尾張旭Ａ 田原　Ａ 名東　Ｂ 緑　 　Ｂ 岡崎　Ｃ

7 尾張旭Ｂ 岡崎　Ａ 豊田　Ｃ 東海　Ｃ 東海　Ｂ 天白　Ａ

8 豊川　Ｂ 刈谷　Ｃ 安城　Ａ 千種　Ａ 知立　Ａ 守山　Ｂ

9 一宮　Ｄ 刈谷　Ｂ 豊橋　Ａ 小牧　Ａ 西　 　Ｂ 春日井Ｇ

10 半田　Ａ 名東　Ｃ 刈谷　Ｄ 知多　Ｄ 昭和　Ａ 瀬戸　Ｂ

11 知多　Ａ 南　　 Ａ 大口　Ａ 中川　Ｂ 岩倉　Ａ 小牧　Ｂ

12 岡崎　Ｆ 安城　Ｄ 西尾　Ｂ 守山　Ｃ 豊明　Ａ 岡崎　Ｂ

２０２２年７月８日（金）組み合わせ

リーグ 1 2 3 4 5 6

13 蟹江　Ａ 清須　Ａ 東　 　Ｂ 春日井Ｄ 岡崎　Ｅ 西　　 Ｃ

14 清須　Ｂ 守山　Ｄ 港　　 Ｃ 稲沢　Ｂ 南　　 Ｂ 北　　 Ｃ

15 緑　　 Ｃ 岡崎　Ｉ 尾張旭Ｃ 北名古屋Ａ緑　　 Ｅ 西　　 Ｄ

16 名東　Ｄ 扶桑　Ａ 常　滑 犬山　Ａ 日進　Ｂ 春日井Ｂ

17 弥富　Ｂ 尾張旭Ｆ 名東　Ｅ 南　　 Ｃ みよしＡ 愛西　Ｂ

18 安城　Ｃ 一宮　Ｇ 豊橋　Ｅ 春日井Ｃ 千種　Ｂ 豊田　Ｅ

19 昭和　Ｂ あま 　Ａ 緑　　 Ｄ 一宮　Ｆ 守山　Ｅ 西尾　Ｃ

20 武　　豊 西　　 Ｅ 瑞穂　Ｂ 中村　Ｃ 中村　Ｄ 碧南　Ａ

21 岡崎　Ｈ 大府　Ｃ 津島　Ａ 東　　 Ｃ 西尾　Ｆ 東浦　Ａ

22 田原　Ｂ 豊川　Ｅ 熱田　Ｂ 豊田　Ｆ 一宮　Ｊ 西　　 Ｆ

23 豊橋　Ｄ 豊橋　Ｂ 港　　 Ｄ 豊田　Ｉ 東海　Ｄ 大府　Ｂ

24 西　　Ｇ 守山　Ｆ 中川　Ｃ 江南　Ａ 豊川　Ｃ 日進　Ｃ



２０２２年７月１２日（火）組み合わせ

リーグ 1 2 3 4 5 6

25 一宮　Ｋ 尾張旭Ｄ 東海　Ｅ 守山　Ｇ 名東　Ｆ 一宮　Ｉ

26 一宮　Ｌ 北　 　Ｄ 春日井Ｆ 緑　　 Ｇ 半田　Ｂ 守山　Ｈ

27 瀬戸　Ｃ 豊田　Ｈ 安城　Ｆ 昭和　Ｃ 東海　Ｇ 北名古屋Ｃ

28 津島　Ｃ 小牧　Ｄ 瑞穂　Ｃ 知立　Ｂ 港　　 Ｅ 小牧　Ｃ

29 東　　 Ｄ 豊川　Ｄ 津島　Ｂ 江南　Ｂ あま　 Ｄ 東海　Ｈ

30 岡崎　Ｌ 岩倉　Ｂ あま　 Ｃ 豊田　Ｇ 岡崎　Ｍ 守山　Ｉ

31 北名古屋Ｄ東　　 Ｅ 名東　Ｇ 瀬戸　Ｄ 北　　 Ｅ 緑　　 Ｆ

32 千種　Ｃ 安城　Ｈ 緑　　  Ｊ 南　　 Ｅ 緑　　 Ｋ 日進　Ｄ

33 東海　Ｆ 稲沢　Ｃ 一宮　Ｍ 碧南　Ｂ 春日井Ｅ 岡崎　Ｇ

34 西尾　Ｄ 岡崎　Ｋ 一宮　Ｐ 刈谷　Ｅ 西尾　Ｇ 豊明　Ｂ

35 西尾 　Ｉ 刈谷　Ｆ 南　　 Ｆ 大府　Ｅ 豊田　 Ｊ 東　　 Ｆ

36 天白　Ｃ 一宮　Ｎ 刈谷　Ｇ 豊橋　Ｆ 大口　Ｂ 愛西　Ｃ

２０２２年７月１３日（水）組み合わせ

リーグ 1 2 3 4 5 6

37 刈谷　 Ｉ あま　 Ｅ 東浦　Ｂ 守山　Ｋ 豊川   Ｉ 一宮　Ｈ

38 守山　Ｌ 刈谷　Ｈ 半田　Ｃ 知多　Ｅ 中村　Ｅ 北　　 Ｆ

39 天白　Ｂ みよしＢ 東浦　Ｅ 清須　Ｃ 大府　Ｄ 豊橋　Ｇ

40 長久手 瑞穂　Ｅ 春日井Ｊ 扶桑　Ｂ 中村　Ｆ 春日井Ｉ

41 豊田　Ｋ 尾張旭Ｆ


