
第５２回団体リーグ戦（一般女子の部） 平成26年1月26日（日）

春日井市卓球連盟

20,21 コート

No. 1 部 中部大学 土曜クラブＡ 神屋クラブＡ 土曜クラブＢ 土曜クラブＣ 得点 順位

1 ２－３ ３－０ 棄権 ３－０ ５ ２

2 ３－２ ３－１ 棄権 ３－０ ６ １

3 ０－３ １－３ 棄権 ３－０ ４ ３

4 棄権 棄権 棄権

5 ０－３ ０－３ ０－３ 棄権 ３ ４

6

ﾒﾝﾊﾞｰ1 伊藤 真美 深水 さち 幸田 幸子 原 直子 田畑 美恵子

ﾒﾝﾊﾞｰ2 山村 麻友 吉田 朝子 田中 民子 鵜飼 千代美 前川 八重

ﾒﾝﾊﾞｰ3 近藤 美紀 服部 知子 小松 悦子 児玉 由美 伊藤 菜津

ﾒﾝﾊﾞｰ4 藤田 梨緒 大元 雅世 丸田 智恵 竹内 美和 稲田 秀子

ﾒﾝﾊﾞｰ5 二村 優佳 桜井 喜久子 塚本 松美 森 清子

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 杉本都起子 

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

16,17 コート

No. 2 部 神屋クラブＢ 松原クラブ竹 宮町クラブ 球友クラブ 春日井東高 得点 順位

1 １－３ ２－３ ２－３ ２－３ ４ ５

2 ３－１ ２－３ ３－１ ３－２ ７ ２

3 ３－２ ３－２ ３－１ ３－１ ８ １

4 ３－２ １－３ １－３ ３－１ ６ ３

5 ３－２ ２－３ １－３ １－３ ５ ４

6

ﾒﾝﾊﾞｰ1 粟津 良江 梶田 直子 貞包 恵子 丹下 誓子 平尾 真美

ﾒﾝﾊﾞｰ2 東 節子 大石 靖子 八木 滋子 小川 久子 水野 桃江

ﾒﾝﾊﾞｰ3 北口 みち子 名口 君子 玉熊 静子 福家 恵美子 中村 紗々羅

ﾒﾝﾊﾞｰ4 納谷 咲子 加藤 伸子 宮地 登美代 大橋 百合子 野々垣 菜々子

ﾒﾝﾊﾞｰ5 福井 米子 杉田 紀子 村椿 節子 白金 唯

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6  浅野 知子

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

18,19 コート

No. 3 部 篠木卓球クラブ 高蔵寺高校 高森台クラブ 松原クラブ梅 春日井高校 ＳＴ∀ＲＴ 得点 順位

1 １－３ ３－０ ３－２ ３－０ ３－１ ９ ２

2 ３－１ ３－０ ３－０ ３－０ ３－２ １０ １

3 ０－３ ０－３ ０－３ ３－０ ０－３ ６ ５

4 ２－３ ０－３ ３－０ ３－０ ３－１ ８ ３

5 ０－３ ０－３ ０－３ ０－３ １－３ ５ ６

6 １－３ ２－３ ３－０ １－３ ３－１ ７ ４

ﾒﾝﾊﾞｰ1 山田 眞由美 藤戸 萌 伊藤 登志江 濱野 雅子 安本 華菜 富永 とまり

ﾒﾝﾊﾞｰ2 大原 節代 川端 美菜子 岡本 千恵子 舟橋 まり子 遠藤 亜千佳 清和 三枝子

ﾒﾝﾊﾞｰ3 林田 敏予 岡村 紗英香 小澤 幹子 木口 雅子 佐久間 美帆 川地 恵美子

ﾒﾝﾊﾞｰ4 加納 起代 稲垣 綾花 伊藤 将子 鈴木 幸子 河合 桃花 柚原 偕子

ﾒﾝﾊﾞｰ5 前川 静江 永田 寿美子 江口 悦子

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 板倉 由枝

６ﾁｰﾑ ①3-4 ②2-5 ③1-6 ④2-3 ⑤4-6 ⑥1-5 ⑦2-6 ⑧3-5 ⑨1-4 ⑩5-6 ⑪2-4 ⑫1-3 ⑬4-5 ⑭3-6 ⑮1-2
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