
１～２ コート
高森台ｸﾗﾌﾞA 神屋ｸﾗﾌﾞA 岩成台ｸﾗﾌﾞA 卓誠会 高森台ｸﾗﾌﾞB 好卓ｸﾗﾌﾞ 勝点 順位

1 高森台ｸﾗﾌﾞA ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ １－２ ９ ２
2 神屋ｸﾗﾌﾞA ０－２ ２－０ ２－０ ２－１ １－２ ８ ３
3 岩成台ｸﾗﾌﾞA ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ５ ６
4 卓誠会 ０－２ ０－２ ２－０ １－２ ０－２ ６ ５
5 高森台ｸﾗﾌﾞB ０－２ １－２ ２－０ ２－１ ２－０ ８ ４
6 好卓ｸﾗﾌﾞ ２－１ ２－１ ２－０ ２－０ ０－２ ９ １
試合順序 ６ﾁｰﾑ： ①1-6 ②2-5 ③3-4 ④1-5 ⑤4-6 ⑥2-3 ⑦1-4 ⑧3-5 ⑨2-6 ⑩1-3 ⑪2-4 ⑫5-6 ⑬1-2 ⑭3-6 ⑮4-5

３～４ コート
春東高A 春工高A WINS 東洋電機 ST∀RT 勝点 順位

1 春東高A ２－０ ０－２ ２－０ ２－０ * ７ ２
2 春工高A ０－２ ０－２ ２－０ ２－０ * ６ ３
3 WINS ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ * ８ １
4 東洋電機 ０－２ ０－２ ０－２ ２－０ * ５ ４
5 ST∀RT ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ * ４ ５
6
試合順序　５ﾁｰﾑ： ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦1-3 ⑧2-4 ⑨1-2 ⑩4-5

５～６ コート
春工高B 岩成台ｸﾗﾌﾞB 岩西卓友会 卓悶会 上卓ｸﾗﾌﾞ 勝点 順位

1 春工高B １－２ １－２ ０－２ ２－１ * ５ 4 3/3
2 岩成台ｸﾗﾌﾞB ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ * ８ １
3 岩西卓友会 ２－１ ０－２ １－２ ０－２ * ５ ５ 2/3
4 卓悶会 ２－０ ０－２ ２－１ ２－０ * ７ ２
5 上卓ｸﾗﾌﾞ １－２ ０－２ ２－０ ０－２ * ５ 3 3/2
6
試合順序　５ﾁｰﾑ： ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦1-3 ⑧2-4 ⑨1-2 ⑩4-5

７～８ コート
春工高C 悠々ｸﾗﾌﾞ 春日井商高 高森台ｸﾗﾌﾞC 神屋ｸﾗﾌﾞB 宮町ｸﾗﾌﾞ 勝点 順位

1 春工高C ０－２ ２－０ 棄権 ０－２ １－２ ５ ４
2 悠々ｸﾗﾌﾞ ２－０ ２－０ 棄権 ０－２ ２－０ ７ ２
3 春日井商高 ０－２ ０－２ 棄権 ０－２ １－２ ４ ５
4 高森台ｸﾗﾌﾞC 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
5 神屋ｸﾗﾌﾞB ２－０ ２－０ ２－０ 棄権 ２－０ ８ １
6 宮町ｸﾗﾌﾞ ２－１ ０－２ ２－１ 棄権 ０－２ ６ ３
試合順序 ６ﾁｰﾑ： ①1-6 ②2-5 ③3-4 ④1-5 ⑤4-6 ⑥2-3 ⑦1-4 ⑧3-5 ⑨2-6 ⑩1-3 ⑪2-4 ⑫5-6 ⑬1-2 ⑭3-6 ⑮4-5

１部
高森台ｸﾗﾌﾞA 神屋ｸﾗﾌﾞA 岩成台ｸﾗﾌﾞA 卓誠会 高森台ｸﾗﾌﾞB 好卓ｸﾗﾌﾞ
西垣 絢哉 小松  修 中間 敏男 安藤 和幸 福井 友春 富田 英夫
嘉屋 匡簡 高木 達哉 塩野 芳夫 塚本 隆志 加藤 健次 長尾 和昭
西原 尚哉 岡本  昭 大野 仁資 近藤 洋史 淵本 哲也 大橋  繁
岸添 晶彦 永草 正人 服部 哲也 長谷川 健 高木  博 奥田 量一

永草 貴司 山下 清文 枡田 盛生 小嶋 祐輝 
山田 晋也 富田  協

２部
春東高A 春工高A WINS 東洋電機 ST∀RT
甲野 順三 渡辺 隆将 野田 亘 藤田 日出生 岡本 卓也
甲野 喜識 木倉 遊馬 坂井 邦充 堀田 覚 高井 信次
山下 健司 渡邉　葵 羽澄 伸高 太田 賢一 加藤 大翔
大野 貴史 足立 雅弥 円子 俊洋 家守 誠之 加藤 隆弥
近藤 和明 吉岡 正典 伊藤 豊
江口 嵩仁 家田 靖治 稲垣 秀夫

３部
春工高B 岩成台ｸﾗﾌﾞB 岩西卓友会 卓悶会 上卓ｸﾗﾌﾞ
野呂 拓也 川名 一幸 高須 真次郎 高橋 徹 加藤 昌夫
安達 健悟 田中 元浩 石原  一 吉村 遼太郎 小林 淳生
長江 良洋 小野 政敏 野辺地 雄司 梶間 利夫 田中 信幸
森田　仁 入田 正二 佐藤 隼人 児島 英治 井坂 僚太
浦野 大助 白井 伸幸 小嵜 和行 長谷川 幹雄
池上 航紀 本多 辰吉

４部
春工高C 悠々ｸﾗﾌﾞ 春日井商高 高森台ｸﾗﾌﾞC 神屋ｸﾗﾌﾞB 宮町ｸﾗﾌﾞ
市尾 和也 北村 俊明 水野 一輝 鈴木 規生 富永 一行 古谷 進
加藤 滉樹 小林 征年 調子 友也 鈴木 翔治 桜井 利勝 植松 益雄
長江 亮治 杉下 修孝 加藤 悠太 後藤 盛吉 白幡 宏行 長原 慎司
星月 佑介 永井 義信 田中 優雅 加藤  隼 中川 智久 中根 宏
佐藤 広大 水野 重光 中村 正斗 山本 裕也

安藤 友哉

２部

３部

４部

男子の部
春日井市卓球連盟
平成21年11月29日

１部

第９回 ダブルス団体リーグ戦　　　　


