
第１3回ダブルス団体リーグ戦（一般男子の部） 平成25年11月03日（日）

落合公園体育館

1-5 コート 6-10 コート

No. 1 部 高森台クラブＡ 好卓クラブＡ 卓誠会 神屋クラブＡ 高森台クラブＣ 岩成台クラブＡ 得点 順位 No. 4 部 岩西卓友会Ａ 春日井東高Ｂ 上卓クラブＡ ＴＫＧ 好卓クラブＢ 上卓クラブＢ 得点 順位

1 2-1 2-0 2-0 棄権 0-2 7 1 1 2-0 0-2 1-2 0-2 2-0 7 4

2 1-2 2-1 2-0 棄権 2-0 7 2 2 0-2 0-2 1-2 1-2 1-2 5 6

3 0-2 1-2 1-2 棄権 2-1 5 5 3 2-0 2-0 0-2 2-0 2-0 9 2

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

5 棄権 棄権 棄権 棄権 5 2-0 2-1 0-2 0-2 2-1 8 3

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

ﾒﾝﾊﾞｰ1 原山 桂一 小嶋 祐輝 安藤 和幸 小松 修 鈴木 規生 中村 民司 ﾒﾝﾊﾞｰ1 高須 真次郎 上野 聖哉 服部 文和 足立 雅弥 富田 英夫 加藤 昌夫

ﾒﾝﾊﾞｰ2 西垣 絢哉 伊藤 幸弘 塚本 隆志 高木 達哉 小柳 飛馬 塩野 芳夫 ﾒﾝﾊﾞｰ2 伊藤　皓 岩坪 紘希 伊藤 龍也 渡邉 葵 稲垣 秀夫 本多 辰吉

ﾒﾝﾊﾞｰ3 西原 尚哉 一ノ瀬 貴文 稲田 慎也 岡本 昭 加藤 健次 上林 竜司 ﾒﾝﾊﾞｰ3 中間 敏男 小川 一樹 山口 一幸 浦野 大助 伊藤 豊 加藤 良光

ﾒﾝﾊﾞｰ4 淵本 哲也 大橋　繁 水野 賢司 戸崎 雅之 甲野 順三 服部 哲也 ﾒﾝﾊﾞｰ4 山中 浩司 中嶌 悠太 丹羽 宏介 星月 佑介 後藤 健作 長尾 和昭

ﾒﾝﾊﾞｰ5 山田 晋也 ﾒﾝﾊﾞｰ5 佐藤 隼人 杉浦 晶 宮嶋 徹夫

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6

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

1-5 コート 11-12 コート

No. 2 部 神屋クラブＢ 高森台クラブＢ エスカルゴ 春日井工高Ａ 春日井高Ａ 岩成台クラブＢ 得点 順位 No. 5A 部 春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 得点 順位

1 0-2 0-2 1-2 2-1 1-2 6 5 1 2-0 2-1 2-1 2-0 8 1

2 2-0 0-2 2-1 2-0 2-0 92/3 3 2 0-2 0-2 0-2 0-2 4 5

3 2-０ 2-0 1-2 2-0 2-0 94/0 1 3 1-2 2-0 2-0 2-0 7 2

4 2-1 1-2 2-1 2-0 2-0 93/3 2 4 1-2 2-0 0-2 2-0 6 3

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

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

ﾒﾝﾊﾞｰ1 桜井 利勝 鈴木 翔治 坂井 邦充 加藤 台地 加藤 大樹 白井 伸幸 ﾒﾝﾊﾞｰ1 西村 幸弘 早矢仕 眞和 片岡 大輔 加藤 紀元 土井 鐐

ﾒﾝﾊﾞｰ2 小川 茂治 後藤 盛吉 羽澄 伸高 大島 快理 水野 晃雅 入田 正二 ﾒﾝﾊﾞｰ2 西川 大輝 大形 勇治 内藤 凛 石原  一 大原 文路

ﾒﾝﾊﾞｰ3 白幡 宏行 岸添 晶彦 杉下 修孝 武馬 史明 立木 大登 田中 元浩 ﾒﾝﾊﾞｰ3 伊田 麗司 竹原 拓実 吉野 健貴 納谷 秀一 高橋 千博

ﾒﾝﾊﾞｰ4 中川 智久 山下 健司 円子 俊洋 武馬 由和 曾我　匡 大野 仁資 ﾒﾝﾊﾞｰ4 古川 誠也 松田 奨平 村井 篤仁 野辺地 雄司 佐藤 義富

ﾒﾝﾊﾞｰ5 日下部 翔太 福井 友春 水野 重光 吉川 侑太郎 山下 清文 ﾒﾝﾊﾞｰ5 高村 崚 丹羽 啓太 福原 明日真 石鍋 雅夫

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 佐藤 宏樹 小林 征年 有澤 祐太 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 梅迫 勇太 杉村 剛

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

6-10 コート 13-14 コート

No. 3 部 高蔵寺高Ａ 春日井東高Ａ 卓悶会 中部大学Ａ 中部大学Ｂ 東洋電機 得点 順位 No. 5B 部 春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 得点 順位

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

2 2-0 棄権 0-2 2-0 2-0 7 2 2 2-0 2-1 1-2 2-0 7 2

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

4 2-1 2-0 棄権 2-1 2-0 8 1 4 2-1 2-1 2-1 2-0 8 1

5 2-1 0-2 棄権 1-2 2-0 6 3 5 1-2 0-2 0-2 0-2 4 5

6 0-2 0-2 棄権 0-2 0-2 4 5 6

ﾒﾝﾊﾞｰ1 甲野 喜織 堀田 順平 小嵜 和行 渡辺 大貴 山下 賢人 藤田 日出生 ﾒﾝﾊﾞｰ1 原田 悠輝 名畑 太 平田 将大 西脇 健 和田 凌祐

ﾒﾝﾊﾞｰ2 稲田 航 三島 優作 梶間 利夫 石井 涼太 牛田 貴也 浅野 博之 ﾒﾝﾊﾞｰ2 宮崎 聡太 木村 東 秋田 直暉 佐藤 蒼 浜本 慶亮

ﾒﾝﾊﾞｰ3 澤村 龍太郎 梅田 隼 成瀬 貴洋 松浦 卓也 森田 祐哉 野田 亘 ﾒﾝﾊﾞｰ3 冨田 治希 袴田 和久 玉置 康太 翁 大起 秋田 和輝

ﾒﾝﾊﾞｰ4 植村 陸 森本 貴之 吉村 遼太郎 末永 健志郎 柏木 優希 家守 誠之 ﾒﾝﾊﾞｰ4 湯浅 優平 内藤 元生 黒木 佑真 西田 匠吾 永治 友希

ﾒﾝﾊﾞｰ5 高橋 徹 ﾒﾝﾊﾞｰ5 澤井 佑介 山田 真史 千田 将也 川瀬 日向汰 池田 隼大

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 磯村 嘉宏 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 高橋 大和 平田 洸斗 村上 鉄郎

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

《５部順位決定戦》 優勝
春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 2 春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 2

春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 1 春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 1

春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 1 春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 2

春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 2 春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 0

春日井工高Ｂ 春日井西高Ｂ 高蔵寺高Ｂ 岩西卓友会Ｂ 篠木クラブ 2

春日井高Ｂ さんたく 高蔵寺高Ｃ 春日井西高Ａ 高蔵寺高Ｄ 0

1-2位決定 5-6位決定

3-4位決定 7-8位決定

9-10位決定 9位
春日井西高Ｂ

5位
岩西卓友会B

7位
篠木クラブ

春日井工高B

3位
さんたく

中部大学Ａ 春日井西高Ａ

中部大学Ｂ 高蔵寺高Ｄ

東洋電機

高蔵寺高Ａ 春日井高Ｂ

春日井東高Ａ さんたく

卓悶会 高蔵寺高Ｃ

春日井工高Ａ 岩西卓友会Ｂ

春日井高Ａ 篠木クラブ

岩成台クラブＢ

神屋クラブＢ 春日井工高Ｂ

高森台クラブＢ 春日井西高Ｂ

エスカルゴ 高蔵寺高Ｂ

神屋クラブＡ ＴＫＧ

高森台クラブＣ 好卓クラブＢ

岩成台クラブＡ 上卓クラブＢ

高森台クラブＡ 岩西卓友会Ａ

好卓クラブＡ 春日井東高Ｂ

卓誠会 上卓クラブＡ


