
 　　　　　　　　         平成２２年度　愛知県春季社会人

　 1　　位 2　　位 3　　位 4　　位 5　　位 6　　位 7　　位

男子 安城 日進 碧南 高浜 扇卓球 一宮 チーム

１　部 ラージ　Ａ 　卓遊　 クラブ　Ａ メイク パーク クラブ　Ａ ＨＮＤ　Ａ

２　部 春日井 豊明卓遊 三　五 西尾 豊川Ａ 国府 岡崎ＮＳ

ラージ　Ａ 　クラブ　　 　 クラブ　Ａ 　クラブ　　 クラブ クラブ　Ａ

３　部 知立 東三河 碧南 フｱントム 桃花台 岡崎ＮＳ 東三河

ラージ ＳＬＣ　Ａ Ｓ．Ｔ．Ｔ．Ｃ（Ｓ） 　 　クラブ　 クラブ　Ｂ ＳＬＣ　Ｃ

４　部 卓研会 愛知 名城　 一宮 ささしま会 名城ラージ 安城

　　 パルチーダ ラージ　Ａ クラブ　Ｂ Ａ 卓球クラブＢ ラージ　Ｂ

５　部 小牧光ヶ丘 　豊明ラージ　 吉良 春日井 西尾 小牧光ヶ丘 豊明

クラブ　Ｂ クラブ Ｌ．Ｔ．Ｔ ラージ　Ｂ クラブ　Ｂ クラブ　Ａ 卓友会

６　部 チーム 東三河 刈谷 碧南 東三河 北名古屋

ＨＮＤ　Ｂ ＳＬＣ　Ｇ ラージ サンデー会 ＳＬＣ　Ｆ ラージ

７　部 名東サンデー ささしま会 瀬戸 名城 碧南

倶楽部 Ｂ スマイル 卓球松 　Ｓ．Ｔ．Ｔ．Ｃ　　

８　部 碧南クラブ 卓道 碧南 東三河 名城

ＳＰ ＯＬＤ ＳＬＣ　Ｈ 卓球竹

女子 クローバー よんよん 豊川 明誠 サン 豊田市役所 グリーン

１　部  クラブ レディース マイティ クラブ　 みどり

２　部 安城 扇卓球 ジャスミン ダイヤモンド マキ シナモン 愛知

ラージ　A パーク 幹城会 フレンド パルチーダ　Ａ

３　部 豊明卓遊 フォーメイト サンデー会 十四山 ドリーム 稲沢市 豊明卓遊

クラブ　Ｂ Ｂ クラブ 　 卓球協会 クラブ　Ａ

４　部 チャーム 尾張 日進卓遊 つばさ 幹城会 名城 ささしま

たんぽぽ クラブ Ｌ クラブ  フレンズ フレンズ

５　部 サクラ サンデー会 名東サンデー 扇ラージ なかよし 碧南 みやび

クラブ Ａ 倶楽部 クラブ　Ａ 　 ＨＥＬ 　

６　部 ロイヤル ラージ 碧南 ＴＫ 刈谷 愛知 名城クラブ

クラブ　Ａ たんぽぽ Ｓ．Ｌ．Ｃ レディース コスモス パルチーダ　Ｂ ヤング

７　部 高浜 安城 うらら 春日井 こぶし サタデー ポイント

メイク ラージ　Ｂ 　 カサブランカ 　 フｲーバー ワン

８　部 ハッピー 豊明ラージ 吉良 碧南 名城卓球 明久 刈谷

 クラブ ＬＴＴ Ｓ．Ｔ．Ｔ．Ｃ　Ａ Ｄ クラブ 双葉

９　部 Ｊｏｉｎｕｓ 扇 豊川 西尾 豊卓 フレッシュ 北名古屋

　　 ラージ　Ｃ 桜会　Ｂ フレンズ レディース たんぽぽ ラージ　Ａ

１０　部 岡崎ＮＳ 安城 Ｔ ｕ ｔ ｔ ｉ 豊川桜会　Ａ 瀬戸 ロイヤル 碧南

クラブ ラージ　Ｃ 　 　 スマイル クラブ　Ｂ Ｓ．Ｔ．Ｔ．Ｃ　Ｂ

１１　部 知立 バンビ 豊明卓友会 サンデー会 碧南 北名古屋

ラージ 　 　 Ｃ Ｓ．Ｔ．Ｔ．Ｃ　Ｃ ラージ　Ｂ

１２　部 岡崎卓友 チーム チーム ハロー ＳＡＫＵＲＡ

クラブ あま フレンズ フレンズ 　

 

平成 2 2 年 5 月 3 日 春日井市総合体育館

ラージボールリーグ戦卓球大会試合結果
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