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１位 ゴリＰＯＮ 矢田和也 及川清香

２位 ホルモンⅠ 中村信雄 田中尚子

３位 犬山クラブ 勝野善裕 上田千鶴子

４位 扇卓球パーク 大橋豊 黒谷鈴子

５位 愛卓三菱 足立郁郎 大竹幹子

松１部 １位 みなとクラブ 橋本春秀 藤並幸子

２位 ＴＣ本庄 堀　博彦 高井亜里彩

３位 犬山クラブ 長尾生野 世界球予

４位 扇卓球パーク 内藤英義 余語紀代子

５位 GTF 船戸巌 後藤陽子

松２部 １位 犬山クラブ 入尾範之 小川利江

２位 ＡＮＰＡＮ 吉田充徳 石井昌子

３位 ティンカーベル 夏目敏樹 橋本幸代

４位 鵜沼木曜クラブ 高橋信行 上野妙子

５位 チャレンジャー 佐藤之信 倉田ゆか

松３部 １位 伊吹 田中査吐史 近藤聡子

２位 Ｇ・スィートピー 世古直哉 乙部陽子

３位 Ｇ・スィートピー 伴直樹 坂倉香代子

４位 ＳＥＫＩ 山川　晃 村岡七代

５位 アリエンス 堤友紀 勝野和代

松４部 １位 ＮＢＫ 八木浩司 山口美来

２位 ケンクラブ 小川謙二 有本文子

３位 岐阜木曜クラブ 村瀬登史徳 深尾祐子

４位 チームミックス 福井友春 横山アイ子

５位 ＳＭＩＬＹ 太田 加川真梨

竹１部 １位 歩 高瀬千彰 吉田秋子

２位 HAYASHIクラブ 岸野博道 藤原里美

３位 ワンハート 大村和孝 鶴田志保

４位 ウィード 山部啓治 井川加代子

５位 リトルペア 大槻恵美子 奥村多恵

竹２部 １位 ＨＩ－ＲＯＷＳ 山口晴保 小島時子

２位 伊吹 大谷基晴 加藤弓子

３位 サタディー 木野　等 真野彰子

４位 歩 浅野修 伊東由美子

５位 アリエンス 岩崎行良 長井恵子



竹３部 １位 Ｋ・Ｎ・Ｈ 川瀬弘一 中村博江

２位 岐阜木曜クラブ 向田在利 酒井里江

３位 岐阜木曜クラブ 富成　尚 藤井亜貴江

４位 岐阜木曜クラブ 二宮吉弘 岡村美恵子

５位 スヌーピー春日井 桜井利勝 桜井喜久子

竹４部 １位 アタックス 鬼頭隆夫 伊藤陽子

２位 ホルモン 加藤　守 山口和代

３位 マキＴＣ 大山貴之 丹羽チエ子

４位 HAYASHIクラブ 青山光義 日比時子

５位 歩 富田昌利 富田恵子

竹５部 １位 流星軍 川口信介 貞方三重子

２位 アラカルト 山田隆弘 松井よしみ

３位 アリエンス 鈴木勝統 冨板万貴

４位 TC本荘 塩谷　勉 塩谷奈緒美　

５位 さくらやま 伊藤義紀 鵜飼節子

梅１部 １位 Ｙ’Ｚ 種田　武 錦見智恵美

２位 歩 斉藤義輝 松本民子

３位 マキＴＣ 中尾久義 中尾はつみ

４位 伊吹 山本賛治 浅野美代

５位 鵜沼木曜クラブ 浅野政治 早矢仕綾子

梅２部 １位 さくらやま 重田増司 大原久美子

２位 ＭＩＫＫＹ 柳田貴司 野中久江

３位 歩 富田辰馬 佐川としえ

４位 岐阜木曜クラブ 後藤忠夫 小松宏子

５位 EMクラブ 前田裕之 神戸美恵

梅３部 １位 サブリナ 坪内正弘 杉浦孝子

２位 さくらやま 牛田満保 中村光子

３位 HYツインズ 堀　博 三島洋子

４位 ACTIVE 三木田悟 小川ちか子

５位 アクティブ 長屋賢治 山下千鶴

梅４部 １位 さくらやま 井口真一 田辺倫子

２位 美和クラブ 高橋一彦 伊藤雪子

３位 FC 金原英男 土屋いく子

４位 ホルモン 三宅文明 三宅千恵子

５位 TOMATO 田村稔 宗廣正子



梅５部 １位 Sフェニックス 小川俊一 森快江

２位 きらら 今村晃一 今村　年

３位 スヌーピー 水谷友樹 池見美代子

４位 鵜沼木曜クラブ 高坂正寛 栗本史子

５位 ウイズ 小川　一 長尾孝子






