
第１９回ダブルス団体戦（一般女子の部） 平成25年8月4日（日）

春日井市卓球連盟

１３－１５ コート

Ａ 組 かたつむり 春日井東高 神屋クラブＢ 球友クラブ 宮町クラブ 篠木クラブ ＳＴ∀ＲＴ 得点 順位

０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ６ ７

２－０ １－２ ０－２ ０－２ ２－０ ２－１ ９ ４

２－０ ２－１ ２－０ ０－２ ２－０ ２－０ １１ ２

２－０ ２－０ ０－２ ０－２ ２－０ ０－２ ９ ３

２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ ２－０ １２ １

２－０ ０－２ ０－２ ０－２ １－２ ２－１ ８ ５

２－０ １－２ ０－２ ２－０ ０－２ １－２ ８ ６

試合順序 7ﾁｰﾑ： 1：②－⑦　2：③－⑥　3：④－⑤　4：①－⑦　5：②－⑤　6：③－④　7：①－⑥　8：⑤－⑦　9：②－③　

10：①－⑤　11：④－⑥　12：③－⑦　13：②－⑥　14：③－⑤　15：①－④　16：⑥－⑦　17：②－④　18：①－③　

19：⑤－⑥　20：④－⑦　21：①－②

１６－１８ コート

Ｂ 組 味美クラブ 金曜会 神屋クラブＡ 松原クラブ竹 松原クラブ梅 スマイル 土曜クラブ 得点 順位

１－２ ０－２ ０－２ １－２ 棄権 ０－２ ５ ６

２－１ ０－２ １－２ ２－０ 棄権 １－２ ７ ４

２－０ ２－０ ２－０ ２－０ 棄権 ２－０ １０ １

２－０ ２－１ ０－２ ２－０ 棄権 ０－２ ８ ３

２－１ ０－２ ０－２ ０－２ 棄権 ０－２ ６ ５

棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権

２－０ ２－１ ０－２ ２－０ ２－０ 棄権 ９ ２

試合順序 7ﾁｰﾑ： 1：②－⑦　2：③－⑥　3：④－⑤　4：①－⑦　5：②－⑤　6：③－④　7：①－⑥　8：⑤－⑦　9：②－③　

10：①－⑤　11：④－⑥　12：③－⑦　13：②－⑥　14：③－⑤　15：①－④　16：⑥－⑦　17：②－④　18：①－③　

19：⑤－⑥　20：④－⑦　21：①－②

《メンバー表》

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

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

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

前川 八重 船橋 まり子 加藤 伸子 宮地 登美代

永田 寿美子

伊藤 菜津 木口 雅子 大石 靖子 浅野 知子

稲田 秀子 板倉 由枝 名口 君子 玉熊 静子

土曜クラブ 松原クラブ梅 松原クラブ竹 宮町クラブ

田畑 美恵子 濱野 雅子 梶田 直子 貞包 恵子

谷口 れい子 林田 敏予 桑原 ともこ 村椿 節子

村瀬 恵利 長縄 すみ 大原 節代 片桐 照代 柴田 郁子

杉山 美和子 桑山 典子 加納 起子 稲垣 孝子 大橋 百合子

原 忍 岩井 渥美 前川 静江 戸田 美代子 伊藤 孝子

古田 みゆき 林 マツ江 山田 眞由美 松村 好江 小川 久子

蓑島 累美子

かたつむり 金曜会 篠木卓球クラブ スマイル 球友クラブ

野々垣 菜々子 清和 三枝子 安達 マサ子 丸田 智恵 納谷 咲子

白金 唯 川地 恵美子

水野 桃江 富永 とまり 久保田 ミイ 田中 民子 東 節子

中村 紗々羅 平賀 美知代 佐々木 春江 小松 悦子 北口 みち子

神屋クラブＢ

平尾 真実 柚原 偕子 伊藤 喜久江 高木 彩実 粟津 良江

スマイル

土曜クラブ

春日井東高 ＳＴ∀ＲＴ 味美クラブ 神屋クラブＡ

ＳＴ∀ＲＴ

味美クラブ

金曜会

神屋クラブＡ

松原クラブ竹

松原クラブ梅

かたつむり

春日井東高

神屋クラブＢ

球友クラブ

宮町クラブ

篠木クラブ


