
平成２７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２７年１２月２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 （株 ）タマス

Ｖ・Ａ・Ｂの部 成績結果一覧

優 勝 準 優 勝 三 位

Ｖの部 鯉江 明美 酒向 早苗 伊藤 曜子 池本 令子

（半田） （稲沢） （刈谷） （岡崎）

Ａの部 福井 佳代 金子 菜美 橋本 幸代 加藤 さゆり

（１） （中村） （守山） （北） （弥富）

加藤 恵 池田 訓子 恩田 紀美江 高野 美和子

（２）

（一宮） （碧南） （豊田） （北）

Ｂの部 志手 厚子 岸 知子 榊原 美祐子 髙倉 まい子

（１） （一宮） （名東） （西尾） （西）

原 要子 野見山 五輪恵 沢村 康子 青木 政美

（２）

（一宮） （港） （西） （中村）

後藤 恵子 村瀬 徳枝 杉村 鈴子 片岡 恵子

（３）

（豊田） （一宮） （一宮） （一宮）



平成２７年度 冬季ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球選手権大会
主管 愛知県卓球協会

平成２７年１２月２日 主催 愛知ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球連盟
日本ガイシスポーツプラザ Ｖ の 部 協賛 （株）タマス

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ﾘｰｸﾞ ｺｰﾄ

１ １ 池本 那須 高尾 水野 志田 宮前 日比野 渥美 村松 17 ８
（岡崎） 一宮） （緑） （昭和） （知多） （豊田） （港） （蟹江） （豊川）

２ 寺尾 杉江 渡辺 大竹 0 0 浅野 横井 武田 水野 18
（尾張旭） （東海） （千種） （一宮） 1 （西） （豊橋） （江南） （尾張旭）

３ 宮前 日比野 渥美 村松 0 池本 那須 高尾 水野 志田 19
（豊田） （港） （蟹江） （豊川） 鯉江 （岡崎） （一宮） （緑） （昭和） （知多）

0 （半田） 0
４ 浅野 横井 武田 水野 0 寺尾 杉江 渡辺 大竹 20 ９

（西） （豊橋） （江南） （尾張旭） （尾張旭） （東海） （千種） （一宮）
2

２ ５ 安藤 高橋 田畑 加納 伊藤 杉 光部 藤澤 21 10
（港） （幸田） （中村） （愛西） 0 0 （緑） （稲沢） （田原） （知多）

・ ６ 鯉江 三好 田中 浜島 1 1 榊原 溝尻 坪内 鈴木 22
（半田） （岡崎） （中川） （弥富） （半田） （蟹江） （中川） （知立）

0
３ ７ 伊藤 杉 光部 藤澤 1 2 安藤 高橋 田畑 加納 23

（緑） （稲沢） （田原） （知多） （港） （幸田） （中村） （愛西）

８ 榊原 溝尻 坪内 鈴木 鯉江 三好 田中 浜島 24 11
（半田） （蟹江） （中川） （知立） （半田） （岡崎） （中川） （弥富）

1-3
４ ９ 鈴木 東 藤原 青木 伊藤 小久保 前田 山内 25

（豊川） （緑） （一宮） （武豊） 0 （刈谷） （豊橋） （緑） （一宮）

10 神 大竹 坂井 林 0 0 酒向 柿崎 勝 尾崎 26
（大口） （熱田） （昭和） （豊田） （稲沢） （港） （豊田） （東海）

12
11 伊藤 小久保 前田 山内 1 鈴木 東 藤原 青木 27

（刈谷） （豊橋） （緑） （一宮） 1 （豊川） （緑） （一宮） （武豊）

５ 12 酒向 柿崎 勝 尾崎 0 神 大竹 坂井 林 28
（稲沢） （港） （豊田） （東海） 1 （大口） （熱田） （昭和） （豊田）

～

６ 13 星野 水野 臼井 山口 安井 近藤 森 村上 29
（西尾） （緑） （弥富） （千種） 0 （西） （知多） （中川） （岩倉）

14 森 望月 西山 山内 0 2 林 大野 大町 桂木 30 14
（あま） （岡崎） （中村） （武豊） （岩倉） （岡崎） （熱田） （日進）

0 1
15 安井 近藤 森 村上 1 星野 水野 臼井 山口 31

（西） （知多） （中川） （岩倉） （西尾） （緑） （弥富） （千種）
0

７ 16 林 大野 大町 桂木 0 森 望月 西山 山内 32
（岩倉） （岡崎） （熱田） （日進） （あま） （岡崎） （中村） （武豊）

※ 赤字：リーグ２位の方
試合順序 ４人 ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ

④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ
試合順序 ５人 ①Ｂ：Ｅ＝Ａ ②Ｃ：Ｄ＝Ｂ ③Ａ：Ｅ＝Ｃ ④Ｂ：Ｃ＝Ｄ ⑤Ａ：Ｄ＝Ｅ

⑥Ｃ：Ｅ＝Ａ ⑦Ａ：Ｃ＝Ｂ ⑧Ｂ：Ｄ＝Ｅ ⑨Ａ：Ｂ＝Ｄ ⑩Ｄ：Ｅ＝Ｃ



平成２７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２７年１２月２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 Ｂの部（１） 協賛 （株）タマス

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ﾘｰｸﾞ ｺｰﾄ

１ 高倉 大見 伊藤 竹田 志手 長谷川 三井 砂川 古東 ８

（西） (安城) (港) (愛西) （一宮） (西) (一宮) (南) (豊田)

19 2 2

２ 木村 辻 堀 太田 ＢＹＥ ９ 22

(緑) (豊田) (南) (一宮) 0

0 0

３ 高井 迎 翠 高野 甲斐 伊藤敬 水野 10

(大府) (江南) (中川) (豊山) 0 (緑) (日進) (大府)

20

４ 三浦 片井 鈴木 馬場 山根 榊原 川村 髙木 11

(豊田) (北) (緑) (豊橋) 1 2-3 (守山) (西尾) (天白) (犬山)

23

５ 本田 安部 小澤 1 毛利 高木 中西 志手 12

(天白) (岩倉) (春日井) (中川) (みよし) (瑞穂) (一宮)

21 ６ 田代 岸 坂井 大脇 浅野 吉田美 小山 13

(一宮) (名東) (東海) 0 (北) (日進) (守山) (豊川)

24

７ 西村 吉川 原 喜 伊藤 高橋 峯田 水野 菊田 14

(守山) (瀬戸) (港) (刈谷) 0 2 (江南) (名東) (西) (常滑)

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



Ｂの部（２）

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ﾘｰｸﾞ ｺｰﾄ

15 伊藤祈 安藤 松山 冨田 原 頼金 江川 木全 植松 22

(緑) (豊田) (小牧) (愛西) 2 （一宮） (守山) (安城) (あま) (南)

25 0

16 小林よ 安達 奥村 服部 ＢＹＥ 23 28

(豊明) (北) (東浦) (名東) 2

2

17 岡本 野田 石渡 野見山 幸田 杉江 沢村 24

(みよし) (一宮) (南) (港) (春日井) (半田) (西)

26

18 広田 吉岡 宮川 青木 深見 前田 平松 佐藤 25

(東) (豊田) (豊橋) (中川 1 0-3 2 (東) (一宮) (豊田) (北)

1 29

19 城尾 樋口 波川 山口 深津 高木 青木 26

(一宮) (守山) (尾張旭) (昭和) (岡崎) (江南) (豊明)

1 2

27 20 青木 水野 吉田 佐藤 坂本 川西 中野 27

(中村) (清須) (岩倉) 0 (あま) (緑) (東) (常滑)

30

21 小林 小島 坂浦 成相 2 伊藤房 吉岡 野田 原 28

(岡崎) (緑) (半田) (西) （豊橋） (西尾) (守山) (一宮)

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



Ｂの部（３）

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ﾘｰｸﾞ ｺｰﾄ

29 石井 加藤 伊藤 桜井 後藤 坂野 宮川 山口 吉田 36

(港) (千種) (春日井) (岩倉) 1 （豊田） (半田) (一宮) (北) (港)

31

30 片岡 田中 荒木 大川 2 ＢＹＥ 37 34

(一宮) (半田) (守山) (豊田)

31 若山 藤間 浅川 桑原 2 川脇 原 政 黒川 38

(安城) (日進) (津島) (南) 0 (蟹江） (港) (豊明)

32

32 梶田 船越 村瀬 鶴田 髙尾 宮川 川瀬 杉村 39

(春日井) (熱田) (名東) (豊田) 0 2-3 (緑) (東海) (西) (一宮)

0 35

33 坂田 有村 榊原 後藤 川合 久野恵子 水野光 40

(西) (一宮) (岡崎) (豊田) (守山) (南) (豊山)

33 34 古野 秋田 中澤 飯島 名口 古本 鈴宮 41

(天白) (清須) (あま) 0 0 (名東) (春日井) (田原) (大府)

36

35 村瀬 中根 辻 伊藤久 藤田 永坂 安倍 小川 42

(一宮) (西尾) (中川) (緑) 0 (中川) (碧南) (一宮) (東)

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



平成２７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２７年１２月２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 （株）タマス

Ａの部（１） Ａの部（２）

ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ｺｰﾄ ﾘｰｸﾞ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１ 橋本 岩瀬 太田 石田 0 ５ 池田 河野 中村 伊藤

（北） （岡崎） （春日井） （中川） （碧南） （熱田） （豊橋） （大口）

15 17 0

２ 磯貝 下元 福井 神谷 ６ 高野 浦本 須見 洲本

（碧南） （尾張旭） （中村） （知立） 福井 （北） （みよし） （豊田） （瀬戸） 1 加藤

３ 金子菜 榊原 皆川 佐藤 （中村） ７ 加藤 山野 三石 森田 （一宮）

（守山） （美浜） （刈谷） （田原） （一宮） （刈谷） （千種） （武豊）

16 0 18

４ 宇井 小島 神田 加藤 ８ 恩田 服部 東海 栗木

（豊田） （港） （北） （弥富） 0 （豊田） （豊明） （西尾） （西） 1

試合順序 ①Ａ：Ｄ＝Ｂ ②Ｂ：Ｃ＝Ａ ③Ａ：Ｃ＝Ｄ ④Ｂ：Ｄ＝Ａ ⑤Ａ：Ｂ＝Ｃ ⑥Ｃ：Ｄ＝Ｂ


