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平成２５年度 クラス別ダブルス卓球大会

入 賞 者 一 覧

平成２６年３月１１・１２・１８日

優 勝 準優勝 三 位 三 位クラス ブロック

豊 田 Ａ ピンキー ミラクル (緑 ) チタマリン

杉本由香里 村上 祥子 国岡美智子 丸山喜美子１

Ｖ 吉川 美紀 稲垣 春美 水野 志保 川上 実幸

大島 有香 尾関江利香 前田 弘美 横井 百世
の

エムクラブ あすなろｸﾗﾌﾞＡ Ｔ・オービー 知 立
部

浜田 キエ 鳥居 恭子 市村 純子 黒谷 鈴子２

高塚多美子 黒坂 初枝 溝尻 淳子 村里和鹿子

川澄 真弓 星野みち代 西脇 恵子 兵藤 千加

（ ）岡崎歩クラブ 名東みー デコポン ペアーズ 安城A

武内富貴子 佐藤ひろみ 三石由美子 神谷 節子１

森 範子 藤本芽久美 村上里恵子 天野 正恵

林 信子 西川 由美 高松 鈴江 影山由美子

瑞 穂（岩手） 名東なでしこ 豊 田 Ｄ 豊 田 ＣＡ

下郷 泰子 阪本まさ代 池田知代美 赤井 春美２

平林 浩美 井上 一子 高林恵美子 磯部まり子

岩手 純子 林 久美 中根 和子 林 美佐子

アソート（東） 刈谷葵クラブＡ 一宮（小川） 春日井・田中の

浅井美津子 山田 尚子 小川登志子 田中 民子３

国枝 真弓 山野 尚子 小嶋知恵美 塚本 松美

中田瀬津子 杉浦 光子 斉藤 幸子 幸田 幸子

（ ）部 東海さつき 西（近藤） しらさぎ こだまｸﾗﾌﾞ 長田

延江 順子 近藤 道代 池野 初子 長田智洋子４

花島 幸子 前田 妙子 水野チエ子 掛野みつえ

山之内ヨシ子 中村 憲子 小林 啓子 田中 悦子
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優 勝 準優勝 三 位 三 位クラス ブロック

豊 田 Ｇ 西（坂田） 西（長谷川） 白壁

成瀬志津香 坂田 原子 加藤 圭子 小川久美子１

寺井 弘子 髙倉まい子 川瀬千賀子 篠宮富士子

斉藤 美鈴 傍嶋 知子 長谷川和子 広田しのぶ

ミモザ 村瀬 サフランＡ 一宮 すみれｸﾗﾌﾞ 西尾 港（石井）（ ） （ ） （ ）

村瀬 徳枝 鵜飼 洋子 倉地利恵子 石井 朝子２

沢村 直子 杉田 洋子 池沢美智子 原 喜代子

城尾 佐枝 吉川 竹美 牧野 裕美 安藤 千恵

Ｂ

花クラブ 津島 あすか 中村 緑ピーチ 久美クラブ（ ） （ ）

掛橋 芳枝 板倉 春美 柴田 里子 有村 新子３

加藤 文代 杉浦加代子 木下 好 迎 恵子

岩間 直美 中村 好江 鈴木 良子 濱田 育子

の

名東チェリーズ 小牧ひまわり 春日井・梶田 あじさい（昭和）

横山 千春 高橋 弘子 梶田 直子 菅江 和子４

吉田 幸子 平川留美子 名口 君子 長屋 治代

伊藤みどり 永谷 久子 加藤 伸子 田中 昌江

部

港（山田） 守山（大津） さくらﾁｰﾑ 弥富 豊明けやき（ ）

吉田 節子 海野 弘子 黒田よし子 小林よう子５

山田満由美 仮屋田鶴子 西田 千代 桐生チカ子

青木 米子 大津 米子 鬼頭きみ子 石田ミチ子

都わすれ 昭和 港（久野） ウイッチーズ 大府ひまわり首藤（ ）
６

望月久美子 久野 敏子 小林 勝子 首藤千代乃

石橋 瑞子 羽深 元子 大曽根 山口 幸代伃志子

大原八重子 犬飼八千代 伊藤 玉子 平野志出子


