
平成２４年度 冬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１月７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 日本卓球（株 ）

Ｖ・Ａ・Ｂの部 成績結果一覧

優 勝 準 優 勝 三 位

Ｖの部 鈴木 理子 星野みち代 宮前 康子 川上 実幸

（豊川） （西尾） （豊田） （東海）

Ａの部 竹中 朱美 寺尾みゆき 恩田紀美江 橋本 幸代

（１） （豊田） （尾張旭） （豊田） （北）

石川さちえ 宮地 里美 伊藤 貴美 中澤 幸子

（２）

（安城） （昭和） （豊川） （あま）

Ｂの部 稲垣 陵子 西口 縫子 山澤 和枝 大橋 仁美

（１） （西） （昭和） （あま） （尾張旭）

石黒多津美 乾 孝子 長谷川典子 半谷つぎ子

（２）

（昭和） （安城） （江南） （西）

水野 千鶴 糟谷真佐子 島田 優子 水野由美子

（３）

（津島） （瑞穂） （港） （豊田）



平成２４年度 冬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１月７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 日本卓球（株）

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 西脇 手嶋 芳武 竹中 神谷 ８

（北） （岩倉） （犬山） （港） （豊田） （緑）1

25 28２ 林 藤本 小澤 山口 伊藤 髙橋 ９幸

（豊田） （名東） （清須） （刈谷） （千種） （一宮）0
1

2 10３ 青山 尾崎 瀧川 中村 山之内 小谷寿

（一宮） （東海） （西） （西） （大府） （豊川）1
0 3 2-

2 11４ 北川 稲垣 竹内 岩井 市川 寺山

（武豊） （緑） （安城） （安城） （岩倉） （守山）

26 0 29
1 12５ 林 浦本 寺部 下出 岩瀬 中村

みよし （港） （豊川） （東海） （岡崎） （名東）（ ） 2
2

13６ 進藤 岡本 八手亦 赤木 中村 掛野

（西） （刈谷） （あま） （瑞穂） （豊橋） （尾張旭）

27 0 30
14７ 寺尾 蜂須賀 武田 恩田 国枝 中田光

尾張旭 （岡崎） （瑞穂） （豊田） （東） （蟹江）（ ）

試合順序 ３人 ① Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ



Ａの部（２）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

0
15 22宇井 村山 金田 打田 三石 片 石川

豊田 千種 （豊橋） （清須） （千種） （岩倉） （安城）（ ）（ ） 2

31 16 23 34ＢＹＥ 伊藤 神谷 浪川

（大口） （知立） （東）1
1

17 24栗木 川合 中澤 前田 小酒井 小松

（西） （東浦） （あま） （西） （愛西） （春日井）

1 3 1-

18 2 25伊藤 成瀬 磯貝 山内 小原 山野

尾張旭 （港） （碧南） （武豊） （名東） （刈谷）（ ）

32 35
19 26河合 山本 大井 河野 伊藤 川上貴

（緑） （豊田） （豊川） （港） （豊川） （東海）1
2

20 27日沖 神谷 浅見 藤原 勝 宮澤

（東） （安城） （一宮） （一宮） （豊田） （北）1
33 0 36

21 28寺地 宮地 本多 志田 山田 神谷

（東海） （昭和） （岡崎） （知多） （弥富） （瑞穂）0

試合順序 ３人 ① Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ

４人 ① Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ
④ Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ



平成２４年度 冬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１月７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 日本卓球（株）Ｂの部（１）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

0 1
１ 糠谷 望月 山路 野見山 大井 伊藤 ９

（常滑） （西） （刈谷） （港） （岡崎） （春日井）1

10２ 秋田 宇佐見 山澤 久我 大山 中山

（清須） （守山） （あま） （岩倉） （守山） （大府）0
11 2 1 13

11３ 長屋 柴田 中條 中江 鈴木 本田昌

（昭和） （一宮） （豊田） （西） （豊田） （瑞穂）

1
12４ 青木 前川 鏡味 小林 堀崎 西口由

（港） （春日井） （大府） （豊明） （犬山） （昭和）

0 3 0-
13５ 服部 畑尾 藤田 佐川 大橋 石川仁

（豊田） （緑） 北名古屋 （守山） （尾張旭） （碧南）（ ） 0

14６ 山川 細野 道明 船戸 加藤 田辺

（東） （東海） （稲沢） （瑞穂） （小牧） （江南）1
12 2 1 14

15７ 坂本 稲垣 橫嶋 平松 萩野 上村

（安城） （西） （尾張旭） （豊田） （日進） （名東）

2
16８ 川脇 松田 石田 青木 山口 鴫原

（蟹江） （豊明） （港） （中村） （弥富） （東海）0

試合順序 ３人 ① Ｂ：Ｃ＝Ａ ② Ａ：Ｃ＝Ｂ ③ Ａ：Ｂ＝Ｃ



Ｂの部（２）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

0
17 25 17石黒 神谷 沢村 宮崎 岡田 吉田佐

（昭和） （刈谷） （一宮） （港） （岡崎） （岩倉）

15 18 26髙橋 川合 永谷 乾 植田 望月

（江南） （守山） （小牧） （安城） （大府） （瑞穂）1
2

19 27日髙 髙井 飯島 傍島 近藤 清水

（西） （大府） （名東） （西） （豊川） （豊明）

0 2 18
20 28市川 中根 東 青木 宮地 野田

（緑） （豊田） （犬山） - （知多） （豊田） （守山）0 3 0
0 0

16 21 29武井 原 犬飼 有働 青木 有村米

（豊田） （津島） （守山） （守山） （港） （一宮）1

22 30中西 梶野 小澤 三浦 佐々木 半谷

（瑞穂） （岡崎） （春日井） （豊田） （春日井） （西）

0 2 0 1
23 31 19安村 大橋 高野 伊藤 藤間 杉江美

（港） （尾張旭） （東海） （名東） （日進） （半田）

17 2
24 32長谷川 坂田 寺西 幅 木村 野津

（江南） （西） （豊川） （愛西） （緑） （碧南）

試合順序 ３人 ① Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ



Ｂの部（３）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

33 41吉川 坂下 細川 古森 翠 中洲 小林

（西） 守山 （あま） （大府） （瑞穂） （岩倉） （岡崎）（ ） 2 0
22

34 42ＢＹＥ 河合 水野 小西

（豊田） （西） （小牧）0 2
20 0

35 43秋田 島田 杉江 森 小島 大薮

（瀬戸） （港） （岡崎） （緑） （大府） （扶桑）

36 44 23山中 薄衣 柄沢 玉熊 糟谷 松田香

（稲沢） （豊田） （名東） （春日井） （瑞穂） （刈谷）2
3 1-

37 45藤田 加藤 水野 毛利 内藤 吉田

（知多） （西） （津島） （港） （江南） （東海）1

21 38 46中川 山内 鈴木 足立 吉原 福田晴

（瑞穂） （尾張旭） （豊田） （豊川） （守山） （瀬戸）1 2
0

39 47 24高木 浅野 片岡 ＢＹＥ

（守山） （日進） （一宮）

1
22 40 48小田 深見 名口 内田 横井 水野 三井

（ ）（安城） （東） （春日井） （東浦） （西） （豊田） 一宮2

試合順序 ３人 ①Ｂ：Ｃ＝Ａ ②Ａ：Ｃ＝Ｂ ③Ａ：Ｂ＝Ｃ

４人 ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ
④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ



平成２４年度 冬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１月７日 主管 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟
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ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ｺｰﾄﾘｰｸﾞ ﾘｰｸﾞ

1
14１ 星野 田中 宇佐美 光部 浅野 藤澤 大竹 酒向

（西尾） （港） （蟹江） （田原） （西） （岡崎） （港） （稲沢） ５0
・

１ ２ ６浅野 藤澤 大竹 酒向 星野 田中 宇佐美 光部 15
（西） （岡崎） （港） （稲沢） （西尾） （港） （蟹江） （田原）

1
0 16３ 藤澤 浜島 大野 渡辺 杉江 伊藤 林 三好

（知多） （弥富） （岡崎） （千種） （東海） （緑） （岩倉） （岡崎）1 2
1 1

2 0 26 17４ 杉江 伊藤 林 三好 藤澤 浜島 ﾘｰ 大野 渡辺
（東海） （緑） （岩倉） （岡崎） （知多） (弥富）ｸﾞﾍ （岡崎） （千種）

７
18２ ５ 宮前 柿崎 山内 中島 臼井 伊藤 水野 田畑

・（豊田） （港） （一宮） （東） （弥富） （刈谷） （尾張旭） （中村）
0

６ 宮前 柿崎 山内 中島 ８川口 堀川 伊藤 鈴木 19
ｷ （豊田） （港） （一宮） （東）（中村） （豊明） （あま） （豊川）

20７ 臼井 伊藤 水野 田畑 川口 堀川 伊藤 鈴木
（弥富） （刈谷） （尾張旭） （中村） （中村） （豊明） （あま） （豊川）2

0３
21８ 加藤 大竹 村上 村松 加藤 大竹 村上 村松

（港） （一宮） （岩倉） （豊川）（港） （一宮） （岩倉） （豊川） 0 0
0・

22９ 髙橋 日比野 今井 新井 石本 田渕 安井 西川
４ ９（岡崎） （港） （岩倉） （尾張旭） （豊田） （北） （西） （扶桑）

0
10 23石本 田渕 安井 西川 髙橋 日比野 今井 新井

（豊田） （北） （西） （扶桑） （岡崎） （港） （岩倉） （尾張旭）1
2 2

11 24川上 安藤 神 鈴木 川上 安藤 神 鈴木
（東海） （港） （大口） （知立）５ （東海） （港） （大口） （知立）

12 25 10・ 那須 東 河野 坪内 杉本 望月 加藤 桂木
（一宮） （緑） （豊田） （港） （あま） （岡崎） （名東） （日進）0 1

６
13 26杉本 望月 加藤 桂木 那須 東 浜島 坪内河野

（あま） （岡崎） （名東） （日進） （一宮） （緑） ( ) 弥富 （港）0 2 豊田 （ ）

※ ：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




