
第１１回ダブルス団体リーグ戦（一般男子の 平成23年11月20日（日）

春日井市卓球連盟

1-4 コート 5-8 コート

No. 1 部 高森台クラブＡ 神屋クラブＡ 好卓クラブ ＷＩＮＳ 卓誠会Ａ 岩成台クラブＡ 得点 順位 No. 4 部 春日井工高Ｂ 宮町クラブ 岩西卓友会 高蔵寺高Ｂ 春日井高Ａ 高蔵寺高Ｃ 得点 順位

1 ２－１ ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ １０ １ 1 ２－０ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ６ ５

2 １－２ ２－０ ２－０ ２－１ ２－１ ９ ２ 2 ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ５ ６

3 １－２ ０－２ ２－０ １－２ ２－１ ７ ４ 3 ２－０ ２－０ ０－２ ０－２ ２－１ ８ ３

4 ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ５ ６ 4 ２－０ ２－０ ２－０ １－２ ２－０ ９ ２

5 ０－２ １－２ ２－１ ２－０ ２－１ ８ ３ 5 ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ ２－０ １０ １

6 ０－２ １－２ １－２ ２－０ １－２ ６ ５ 6 ２－０ ２－０ １－２ ０－２ ０－２ ７ ４

ﾒﾝﾊﾞｰ1 原山 桂一 小松 修 小嶋 祐輝 野田 亘 長谷川 健 中村 民司 ﾒﾝﾊﾞｰ1 稲垣 俊 植松 益雄 高須 真次郎 加藤 靖忠 福田 直人 安井 駿豊

ﾒﾝﾊﾞｰ2 西垣 絢哉 高木 達哉 富田 協 坂井 邦充 塚本 隆志 塩野 芳夫 ﾒﾝﾊﾞｰ2 大川 智弘 古谷 進 石原  一 能勢 陽平 小川 俊輔 長江 達哉

ﾒﾝﾊﾞｰ3 西原 尚哉 岡本 昭 富田 英夫 羽澄 伸高 伊藤 俊輔 山下 清文 ﾒﾝﾊﾞｰ3 吉田 竜蔵 安達 誠 山中 浩司 澤本 佳佑 服部 拓也 山田 晴裕

ﾒﾝﾊﾞｰ4 淵本 哲也 永草 正人 大橋　繁 円子 俊洋 金坂 将隆 服部 哲也 ﾒﾝﾊﾞｰ4 西川 大輝 安田 浩二 野辺地 雄司 正木 豊 河本 翔太 佐野 佑太

ﾒﾝﾊﾞｰ5 山田 晋也 伊藤 豊 黒崎 盛継 上林 竜司 ﾒﾝﾊﾞｰ5 多葉田 将太 佐藤 隼人 大須賀 崇彰

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 永草 貴司 多田 淳一 家田 靖治 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 児山 楓 伊藤　皓

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 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

1-4 コート 5-8 コート

No. 2 部 高森台クラブＢ 春日井東高Ａ 卓悶会 春日井工高Ａ 神屋クラブＢ 悠友クラブ 得点 順位 No. 5A 部 卓誠会Ｂ 中部大学Ｂ 中部大学Ｃ 高蔵寺高Ｅ 金曜会 得点 順位

1 ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ １０ １ 1 １－２ ２－０ ２－０ ２－０ ７ ２

2 ０－２ ２－１ １－２ ０－２ ２－１ ８ ３ 2 ２－１ ２－１ ２－０ ２－０ ８ １

3 ０－２ １－２ １－２ １－２ ２－１ ６ ５ 3 ０－２ １－２ ２－０ ２－０ ６ ３

4 ０－２ ０－２ ２－１ ０－２ ２－１ ７ ４ 4 ０－２ ０－２ ０－２ ２－１ ５ ４

5 ０－２ ２－０ ２－１ ２－０ ２－０ ９ ２ 5 ０－２ ０－２ ０－２ １－２ ４ ５

6 ０－２ １－２ １－２ １－２ ０－２ ５ ６ 6

ﾒﾝﾊﾞｰ1 鈴木 翔治 柴田 隼平 小嵜 和行 林　大智 桜井 利勝 杉下 修孝 ﾒﾝﾊﾞｰ1 安藤 和幸 牛田 貴也 高木 大知 伊藤 駿太 長谷川 幹雄

ﾒﾝﾊﾞｰ2 後藤 盛吉 鈴木 賢也 梶間 利夫 丸沢 鷹行 富永 一行 水野 重光 ﾒﾝﾊﾞｰ2 樋口 晶平 松下 大祐 石井 涼太 上田 一輝 安藤 誠

ﾒﾝﾊﾞｰ3 大野 貴史 小柳 飛鳥 児島 英治 桑迫 岳史 白幡 宏行 小林 征年 ﾒﾝﾊﾞｰ3 枡田 盛生 森田 祐哉 松浦 亮介 加藤 雄也 居林 昌良

ﾒﾝﾊﾞｰ4 加藤 健次 渡邉 文也 吉村 遼太郎 増田 憲治 中川 智久 永井 義信 ﾒﾝﾊﾞｰ4 稲田 邦男 山下 賢人 川瀬 貴斗 四宮 拓 鷲見 健治

ﾒﾝﾊﾞｰ5 高橋 徹 後藤 英治 上野 良二 ﾒﾝﾊﾞｰ5 水野 晃良 斎藤 優稀 金山 英誠 水野 勝久

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 成瀬 貴洋 日下部 翔太 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 廣野 友哉 松尾 徳

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

1-4 コート 5-8 コート

No. 3 部 岩成台クラブＢ 東洋電機 上卓クラブＡ 高森台クラブＣ 高蔵寺高Ａ 春日井東高Ｂ 得点 順位 No. 5B 部 中部大学Ａ 上卓クラブＢ 高蔵寺高Ｄ 春日井高Ｂ 得点 順位

1 ２－０ 棄権 ０－２ ０－２ ２－１ ８ ３ 1 ２－０ ２－０ ２－０ ６ １

2 ０－２ 棄権 ０－２ ０－２ ０－２ ６ ５ 2 ０－２ ２－０ ０－２ ４ ３

3 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 ５ ６ 3 ０－２ ０－２ ０－２ ３ ４

4 ２－０ ２－０ 棄権 ２－０ ２－０ １０ １ 4 ０－２ ２－０ ２－０ ５ ２

5 ２－０ ２－０ 棄権 ０－２ ２－０ ９ ２ 5

6 １－２ ２－０ 棄権 ０－２ ０－２ ７ ４ 6

ﾒﾝﾊﾞｰ1 白井 伸幸 藤田 日出生 滝谷 和久 福井 友春 若杉 優樹 望月 一希 ﾒﾝﾊﾞｰ1 加藤 寛規 加藤 昌夫 木野 裕也 山田 一雄

ﾒﾝﾊﾞｰ2 入田 正二 浅野 博之 加藤 良光 鈴木 規生 三浦 祥里 江尻 健悟 ﾒﾝﾊﾞｰ2 末永 健志郎 本多 辰吉 大橋 俊吾 角田 幸大

ﾒﾝﾊﾞｰ3 田中 元浩 家守 誠之 梶田 知弘 山下 健司 奥藤 陸矢 柴田 椋介 ﾒﾝﾊﾞｰ3 松浦 卓也 長尾 和昭 長谷川 穂高 近藤 秀哉

ﾒﾝﾊﾞｰ4 大野 仁資 上條 祥雄 宮嶋 徹夫 甲野 順三 河路 和繁 菅原 大嗣 ﾒﾝﾊﾞｰ4 渡辺 大貴 岡田 勇 木下 陽太 杉山 翔平

ﾒﾝﾊﾞｰ5 太田 賢一 小川 大地 ﾒﾝﾊﾞｰ5 伊藤 竜也 鈴木 進吾

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 東 拓野

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 ４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2

《５部順位決定戦》 優勝
卓誠会Ｂ 中部大学Ｂ 中部大学Ｃ 高蔵寺高Ｅ 金曜会 2 中部大学Ａ 卓誠会Ｂ 中部大学Ｂ 中部大学Ｃ 高蔵寺高Ｅ 金曜会 2 中部大学Ｃ

中部大学Ａ 上卓クラブＢ 高蔵寺高Ｄ 春日井高Ｂ 1 中部大学Ａ 上卓クラブＢ 高蔵寺高Ｄ 春日井高Ｂ 0

卓誠会Ｂ 中部大学Ｂ 中部大学Ｃ 高蔵寺高Ｅ 金曜会 2 卓誠会Ｂ 卓誠会Ｂ 中部大学Ｂ 中部大学Ｃ 高蔵寺高Ｅ 金曜会 2 高蔵寺高Ｅ

中部大学Ａ 上卓クラブＢ 高蔵寺高Ｄ 春日井高Ｂ 0 中部大学Ａ 上卓クラブＢ 高蔵寺高Ｄ 春日井高Ｂ 0

中部大学Ｃ

高蔵寺高Ｃ

高蔵寺高Ｅ

卓悶会

春日井工高Ａ

高蔵寺高Ｂ

春日井高Ａ

卓誠会Ｂ

中部大学Ｂ

神屋クラブＢ

岩成台クラブＢ

悠友クラブ

5-6位決定

春日井高Ｂ

金曜会

中部大学Ａ

上卓クラブＢ

高蔵寺高Ｄ

7-8位決定

東洋電機

上卓クラブＡ

高森台クラブＣ

高蔵寺高Ａ

春日井東高Ｂ

1-2位決定

3-4位決定

ＷＩＮＳ

卓誠会Ａ

高森台クラブＢ

春日井東高Ａ

岩成台クラブＡ

高森台クラブＡ

神屋クラブＡ

好卓クラブ

春日井工高Ｂ

宮町クラブ

岩西卓友会


