
No. 得点 順位

1 2－0 2－0 2－0 2－0 2－0 10 1

2 0－2 0－2 0－2 1－2 1－2 5 6

3 0－2 2－0 1－2 2－0 2－0 8 3

4 0－2 2－0 2－1 2－0 2－0 9 2

5 0－2 2－1 0－2 0－2 0－2 6 5

6 0－2 2－1 0－2 0－2 2－0 7 4

ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6

No. 得点 順位

1 1－2 2－1 2－1 － 2－0 7 2

2 2－1 2－1 2－1 － 2－0 8 1

3 1－2 1－2 0－2 － 2－0 5 4

4 1－2 1－2 2－0 － 2－0 6 3

5キ － － － － － 0 6

6 0－2 0－2 0－2 0－2 － 4 5

ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6

No. 得点 順位

1 2－1 2－0 2－0 2－0 － 8 1

2 1－2 2－0 2－0 2－0 － 7 2

3 0－2 0－2 0－2 0－2 － 4 5

4 0－2 0－2 2－0 2－0 － 6 3

5 0－2 0－2 2－0 0－2 － 5 4

ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6

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

第18回 ダブルス団体リーグ戦(一般女子の部)
平成31年2月11日(月・祝日)

春日井市総合体育館

伊藤 洋子 　 　 　 　

木口 雅子 馬田 悦子 村瀬 恵利 平賀 美知代 吉沢 知恵

舟橋 まり子 下田 友子 原 忍 樋口 結佳子 鈴木 美枝子

板倉 由枝 富永 とまり 貞方 浩美 川地 恵美子 下川渡 弘子

鈴木 幸子 蓑島 累美子 坂井 玲子 柚原 偕子 高田 佳永子

ST∀RTB

みろく卓球クラブ

松原クラブ梅

ST∀RTＡ

かたつむり

20,21,22 コート

3部 松原クラブ梅 ST∀RTＡ かたつむり ST∀RTB みろく卓球クラブ

稲田 秀子 村椿 節子 安堂 まほの 伊藤 将子 林田 敏予 後久 里子

森 清子 柴田 いく子

伊藤 菜津 世古 美紀 川口 真由子 西田 好子 加納 起代 谷口 れい子

前川 八重 小川 久子 西塚 花子 小澤 幹子 大原 節代 長縄 すみ

田畑 美恵子 伊藤 孝子 水上 珠緒 伊藤 望 前川 静江 林 マツ江

金曜会

高森台クラブ

篠木卓球クラブ

球友ｸﾗﾌﾞ

春日井高校

土曜クラブB

土曜クラブB2 部 球友ｸﾗﾌﾞ 春日井高校 高森台クラブ 篠木卓球クラブ 金曜会

二村 知絵美

二村 優佳

佐々木 春江

永田 寿美子

玉田 莉奈

吉田 朝子 横矢 伶奈 桑原 ともこ 丸田 智恵子 粟津 良江 川瀬 三枝子

服部 知子 小嶋 姫宮乃 戸田 美代子 田中 民子 東 節子 大石 靖子

竹内 美和 成瀬 雪乃 貞包 恵子 小松 悦子 納谷 咲子

松原クラブ竹

梶田 直子

土曜クラブＡ

1部 神屋クラブB土曜クラブＡ 春日井東高校 松原クラブ竹

春日井東高校

フレンズ 神屋クラブＡ

神屋クラブB

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

フレンズ

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

片桐 照代 幸田 幸子

　 　 宮地 登美代 渡邊 あゆみ

28,29,30 コート

服部 瑚都美 　 　 　 　

塚本 松美 加藤 伸子

神屋クラブＡ

24,25,26 コート


