
第一三共ヘルスケア ﾚﾃﾞｨｰｽ ２０１３

第３６回 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 愛知県予選会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）
平成２５年５月３０日
日本ガイシ スポーツプラザ

Ａの部（６０～１０９歳）

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

浅野・安井 尾崎・今津 二村・日比野 山中・中村
１

（西） （東海） （港） （一宮）
１ 石黒・鈴木
・ 石黒・鈴木 霜方・大野 林・小澤 篠田・高野

２
２ （豊川） （岡崎） （名東・港） （北）

稲垣・高尾 浜島・伊藤 西山・阪野 宇井・恩田３
（緑） （弥富） （中村・東） （豊田）

４ 望月・諸戸 北野・安藤 道明・服部 青島・上野
（岡崎） （北名古屋・港） （稲沢） （守山）

３ 石本・河野
・ ５ 石本・河野 安村・山口 加藤・山田 磯貝・今井
４ （豊田） （港） （弥富） （碧南）

６ 柿崎・芳武 中村・山下 中井・須原 西田・石川
（港） （西） （知多） （安城）

７ 小久保・鯉江 堀田・西山 原 北口・中條 寺尾・上野
（豊橋・半田） （港） （豊田） （尾張旭）

５ 神谷・戸嶋
・ ８ 神谷・戸嶋 阿倍・川西 武田・長谷川 井上・野田
６ （刈谷・東浦） （東） （江南） （長久手・守山）

９ 武内・森 杉山・山内 石井・中野 稲葉・菊田
（岡崎） （守山） （弥富・愛西） （常滑）

１０ 志津・杉江 浦本・野見山 牧吉・杉浦 加納・荒木
（東海） （港） （刈谷） （愛西・守山）

７ 前田・井神
・ １１ 川口・寺沢 金澤・鈴木 藤本・西川 前田・井神
８ （中村） （岡崎） （名東） （江南・北名古屋）

１２ 山嵜・石田 小島・安岡 樋口・西村 光部・安居院
（港・名東） （大府・東海） （守山） （田原・豊橋）

決勝リーグ

得点 順位 得点 順位１コート １ ２ ３ ３コート ７ ８ ９

１ 浅野・安井 ０－３ １－３ ２ ３ ７ 小久保・鯉江 ２－３ ２－３ ２ ３

２ 石黒・鈴木 ３－０ ３－０ ４ １ ８ 神谷・戸嶋 ３－２ ３－２ ４ １

３ 西山・阪野 ３－１ ０－３ ３ ２ ９ 杉山・山内 ３－２ ２－３ ３ ２

得点 順位 得点 順位２コート ４ ５ ６ ４コート 10 11 12

４ 北野・安藤 ０－３ ３－０ ２ 志津・杉江 １－３ ３ ２3/3 10 W W/O

５ 石本・河野 ３－０ １－３ １ 前田・井神 ３－１ ３－２ ４ １4/3 11

６ 西田・石川 ０－３ ３－１ ３ 山嵜・石田 ２－３ １ ３3/4 12 L W/O

※ 決勝リーグ 各１位４組が代表です。

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



第一三共ヘルスケア ﾚﾃﾞｨｰｽ ２０１３

第３６回 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 愛知県予選会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）
平成２５年５月３０日

日本ガイシ スポーツプラザ
Ｂの部（１１０～１２５歳）

ｺｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１ 田中・横山 白井・村山 斉藤・二宮 青木・森
（犬山・春日井） （千種） （刈谷） （武豊）

1２５
２ 鈴木・本多 藤原・大竹 小倉・川澄 尾崎・前田

（西尾） （一宮） （岡崎） （西・北）

３ 永本・竹中 浅井・武馬 北沢・大井 打田・小澤 小 山 ・
（豊田） （瑞穂） （豊川） （清須） 河野2

0２６
４ 九十九・寺地 加藤・須見 岩瀬・林 植田・林

（東海） （豊田） （知立） （瑞穂・岩倉）
2

５ 伊藤・杉本 仲野・三島 皆川・近藤
（あま） （名東） （刈谷）

0
1２７ ６ 臼井・立木 宮澤・伊藤 青山・下尾

（弥富） （北・千種） （岡崎）

７ 外山・杉浦 坂野・近藤 那須・青山 小山・河野
（安城） （大府） （一宮） （港）

８ 日比野・斉藤 池田・高林 寺尾・森岡 永井・藤田
（小牧・一宮） （豊田） （刈谷） （緑）

0２８
1９ 田渕・光郷 小田・坂本 村瀬・城尾

（北・西） （安城） （一宮）

鈴木・平野 佐藤・岡村 鈴宮・高橋 佐々木 小島・小出10
（岡崎） （名東） （大府） （瑞穂） 高 松 ・0

２９ 三石
11 1佐藤・宮本 水野・山下 服部・河合 石原・石川

（田原） （尾張旭・守山） （犬山・緑） （碧南）

高松・三石 白柳・赤松 下出・伊藤12
（守山・千種） （刈谷） （東海）

３０
宮﨑・木下 林・磯部 森・田中 半谷・山根13
（小牧） （豊田） （港） （西・守山）

1
14 1西田・横井 木村・甲斐 高橋・三好 本郷・蛯原

（日進・みよし） （緑） （幸田・岡崎） （東）
2３１

広川・土屋 中條・平松 出井・深見 武岡・近藤15
（岡崎・安城） （一宮） （北・東） （瑞穂）

今野・後藤 坪内・森田 石原・髙井 加藤・神田 松尾・16
（豊田） （港） （大府） （北） 鶴田

1３２
伊藤・神谷 笠井・山内 大久保・伊達 植野・三浦17

0（刈谷） （武豊） （守山） （豊田）

西尾・横井 安井・真砂 山本・幸村18
（小牧・天白） （東海・知多） （岡崎）

2３３
松尾・鶴田 鯉沼・大澤 有村・迎 倉知・大野19
（千種・北） （安城） （一宮・江南） （尾張旭）

柴田・井上 浜島・植田 橋本・村上 東海・池田20
（岡崎） （大府） （北・千種） （西尾・碧南）

1３４
加藤・中山 松本・渡辺 乾・若山21
（江南） （千種） （安城）

鈴木・東 川童・中根 鈴木・糟谷 北川・袴田 伊東・22
（緑） （岡崎・豊田） （瑞穂） （武豊・知多） 宮前2

2３５
23 1岩田・宮地 小川・浅見 大寺・榊原 藤澤・岩瀬 原田

（昭和） （一宮） （半田・美浜） （幸田・岡崎）
0

小松・丸田 堀川・大橋 本多・池本 後藤・橋本24
（春日井） （豊明・緑） （岡崎） （瑞穂）

３６
伊東・宮前 永井・松井 神谷・原田 山路 加藤・神25
（豊田） （中村・北） （刈谷） （港・大口）

４チーム ①Ａ：Ｄ－Ｂ ②Ｂ：Ｃ－Ａ ③Ａ：Ｃ－Ｄ ④Ｂ：Ｄ－Ａ ⑤Ａ：Ｂ－Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ－Ｂ
３チーム ①Ｂ：Ｃ－Ａ ②Ａ：Ｃ－Ｂ ③Ａ：Ｂ－Ｃ



第一三共ヘルスケア ﾚﾃﾞｨｰｽ ２０１３
第３６回 全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 愛知県予選会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

平成２５年５月３０日
日本ガイシ スポーツプラザ（１２６歳以上）Ｃの部

☆推薦 相馬伸子・河路悦子（ＡＦクラブ 、 橋本恵子・寺沢幸子（中・西）※Ｂクラスより 持田恵子・船ヶ山昌子（サクセス））

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2１ 浅田・上田 髙橋・田辺 坂野・井川 江本・野村
（常滑・東浦） （江南） （守山） （西尾）

1９
1２ 加藤・杉山 高本・山根 伊藤・北山 続木・藤村

・ （昭和） （清須・北名古屋） （東海） （港）
渡辺

１０ ３ 冨田・近藤 伊藤・佐藤 山田・山野 大川・石上 ・成田
（稲沢・西） （緑・名東） （刈谷） （東郷・日進）

0４ 村上・大島 百々・柴田 梶野・太田 亀山・高木
（東浦・東海） （一宮） （岡崎） （守山）

1１１
５ 大岩・高木 佐藤・伊藤 増原・梶野

（豊川・蒲郡） （春日井） （緑）

2６ 江口・田中 近藤・久野 磯村・外山
（尾張旭） （瑞穂） （刈谷・半田）

１２
７ 水谷・須賀 渡辺・成田 寺島・吉満 澤田・坂田

（犬山・江南） （知多・東海） （豊田） （西）

８ 冨田・仁科 安藤・中垣 小野・守谷 神谷・髙橋
（一宮） （緑） （岡崎） （豊川・豊橋）

１３
９ 成瀬・松波 渡辺・明山 榊原・原田

（港） （小牧） （半田）
1 1

１０ 小幡・岩間 神谷・青木 浅井・石黒 鎌田・本庄
（春日井・瀬戸） （碧南） （東） （守山・名東） 市村

１４
１１ 西川・細江 赤井・広渡 伊藤・高柳 安本・伊藤 ・西脇

2（守山） （豊田） （尾張旭） （一宮）
2
1１２ 近澤・吉田 藤田・水野 森・宮田 深津・山口

（中村） （日進・北名古屋） （一宮） （刈谷）
1１５

１３ 下田・延江 須佐・岩井 兼子・久保田 立川・吉川
（東海） （安城） （犬山） （緑）

2１４ 藤村・宮地 太澤・渡辺 小鹿・伊藤
（名東） （豊橋・田原） （知立）

１６
１５ 市村・西脇 吉田・松田 岩附・永谷 小島・都築

（豊山・岩倉） （港・東海） （守山） （岡崎）

0１６ 平沢・大宮 藤田・六厩 小出・黒野 鬼頭・藤江
１７ （知立・刈谷） （北名古屋） （半田） （守山・千種）

2・ １７ 角田・伊藤 神谷・吉川 神谷・詫間 日下・小池
（中村・北） （知立・刈谷） （緑） （日進）

１８ 加藤
１８ 長瀬・福井 日沖・金谷 和田・村瀬 古木・阿知波

（一宮・春日井） （東・西） （武豊） （岡崎） ・下元
1
1１９ 国岡・中島 清水・荒谷 宮地・佐藤 吉田・樋野

（緑） （東海） （西尾） （一宮）
1１９

２０ 蜂須賀・杉浦 藤野・柄沢 横井・梶田 小川・福家
（岡崎） （名東） （守山） （春日井）

1２１ 宇佐美・岡本 市川・鵜飼 安江・宮田
（刈谷） （緑） （小牧・北名古屋）

２０
２２ 加藤・下元 竹下・山川 高木・東 大谷・田中

（尾張旭） （豊川） （犬山） （港）

1２３ 井上・永田 小川・小嶋 森嶋・稲垣 望月・石橋
（名東） （一宮） （西尾） （清須・昭和）

２１
２４ 余語・三輪 前田・中村 畑中・大井

2（小牧・西春） （西） （岡崎）
1

２５ 山盛・花島 藤間・加藤 小川・長尾 田中・山﨑
（東海） （日進） （瑞穂） （緑） 鳥居

２２
２６ 勝谷・兵藤 山口・草田 杉江・小栗 辰巳・福谷 ・黒坂1

（豊明・知立） （北） （半田） （港）

２７ 松澤・兵藤 赤羽・森山 小沢・谷口 玉井・山本
0２３ （豊橋） （尾張旭） （守山） （一宮）

・ ２８ 佐々木・早川 若松・紀藤 大矢・野々山 玉熊・宮地
2（守山・名東） （蟹江・弥富） （刈谷・知立） （春日井）

２４
２９ 鳥居・黒坂 西・志田 鈴木・秋田 神村・後藤

（西尾） （知多） （清須） （名東）

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