
第３回ヤサカ杯　ミックス２ペア団体戦 平22年7月18日

松壱リーグ 1 陽卓会 若松和也 加藤三明 近藤百合子 伊藤ひろ子

2 ちびまるこ 兼松孝治 中越孝夫 牧村照恵 吉村美津子

3 チャピィー 百井大治 甲斐　博 伊藤紀久江 杉本ひさえ

4 松阪第一 中村　優 田中　誠 渋谷富久子 北川由美子

5 喜楽 児玉房光 大野英二 日高雪枝 水野千鶴

松弐リーグ 1 さおり 細川高幸 小川　肇 杉　寿子 杉　知春

2 Ｃ-アクセス 斉藤哲示 堀　博彦 岩井裕美 高井亜里彩

3 ＴＯＵＣＨ 佐藤　動 鍋城祐作 石井昌子 中野久子

4 ＧＴＦ 船戸　巌 浅野ひでお 渡辺康子 後藤陽子

5 卓研苦楽部Ａ 中村信雄 三宅文明 森　美加 田中尚子

竹壱リーグ 1 スヌーピー春日井 長尾和昭 桜井利勝 桜井喜久子 安藤トシ子

2 さくらやまＡ 伊藤義紀 永倉秀逸 鵜飼節子 新田敏子

3 友遊Ｂ 吉田　功 土屋勝昭 曽根千恵子 加藤和子

4 鵜沼木曜Ｂ 今村克彦 田中秀穂 上野妙子 早矢仕綾子

5 さくらやまＢ 井口真一 小塩喜孝 杉山静子 服部弘子

竹弐リーグ 1 卓研苦楽部.B 大久保宣 石村　守 坂本みや子 神　麻理

2 大垣クラブ 板垣　司 吉田直樹 小澤信子 佐々木宮子

3 卓研苦楽部C. 大平　勲 杉野義晴 岩瀬和子 花木千代子

4 アメジストＡ 堀内司和 森　　実 高橋文代 北　咲子

5 鵜沼木曜Ａ 浅野政治 高坂正寛 田中米子 斉藤涼子

竹参リーグ 1 蟹江クラブ 伊藤泰英 山本順一 伊藤文代 中田瀬津子

2 サザン＆芽組 藤田浩利 泉　春雄 野崎さとみ 田中美津子

3 ごうどクラブ 河合敏男 各務正明 安藤信江 林　光子

4 ウイードＤ 山部啓治 金子繁雄 加藤英子 国枝真弓

5 チャピィーＡ 荒木雅夫 後藤和光 小島とし子 三浦康子

竹四リーグ 1 鈴鹿Ｆ 宮崎　明 佐藤 増村千恵子 小倉順子

2 卓研苦楽部Ｄ 大脇光治 酒井幸治 足立満代 小島智恵美

3 マキTC-Ａ 山口松男 片桐 加藤真智子 林千賀子

4 チーム横井 横井春男 松下 澤田節子 前田悦代

5 大和卓球クラブＢ 磯貝　健 金原幸男 村瀬徳枝 城尾さえ



竹五リーグ 1 HAYASHIクラブＣ 栗本和道 竹村 近藤ひろみ 日比時子

2 アラカルト 岡　哲雄 古川 岩瀬まつゑ 吉田紀代子

3 甚卓 横井　淳 桐山正行 千代貞子 中澤幸子

4 きらく 小野正二 粂野俊弘 三浦優子 横井茂代

5 ニボウ尾西 近藤政男 北川義弘 佐藤春枝 森　孝子

竹六リーグ 1 アソート 伊藤治由 吉田孝幸 河合和枝 服部晴美

2 アドバンス 菅沼直人 高井雅之 蜂須賀知子 半谷利子

3 ビーフあすなろ 山中敏史 大谷 各務敏子 浅野美代

4 CANDY 梅田久司 高野一雄 矢野裕子 梅田由江

5 アドバンス 林　利昭 野村寛和 浅野永子 高橋美ど理

竹七リーグ 1 なでしこ 八木弘敬 村上修治 藤原里美 鈴木佳子

2 マリン 楠　誠二 伊藤隆之 小沢久恵 寺沢秀美

3 アメジストＢ 三田村雅通 川合 佐々木冨士子 永谷久子

4 湯・ラックス 高橋浩之 城　義和 立木成美 白井路子

5 ビーフあすなろ 田中伸明 長沼昌秋 志知孝枝 米村俊子

竹八リーグ 1 紫陽花 高瀬千彰 宮田博和 菊川順子 吉田亜希子

2 リラっくま 西尾　章 伊藤信二 臼井二三江 山田久代

3 ウッキーズ 武藤幸好 糸川英治 栗木直子 中江恵美

4 ウイードＢ 奥田博明 大橋　繁 大橋百合子 井川加代子

5 つるかめＢ 桜井　幸 黒田　浩 渡辺美千代 黒田麻衣

竹九リーグ 1 あいさい 加藤　真 豊盛順一 小酒井豊美 矢原明美

2 北方クラブ 長屋卓馬 山本恭平 高橋幸子 浅川弘子

3 Ｇ・スィートピー 伴直樹 世古直哉 坂倉香代子 乙部陽子

4 ウッキーズ 石島　茂 伊藤達也 山下美也子 浅野明美

5 レイカーズ 山口晴保 谷きよし 小島時子 岩田秀美


