
ヤサカ杯 ミックス２ペア団体戦 平２３年3月２７日

松壱リーグ

1 ＧＴＦ 船戸　巌 射場宏之 後藤陽子 鈴木知未

2 愉快な仲間達 平田俊雄 山下　正 筒井京子 寺沢幸子

3 卓研ＮＣ 和田孝行 中村信雄 田中尚子 田中亜希子

4 市役所 内田秀樹 加藤教明 加藤和代 近藤道代

松弐リーグ

1 フリーズ 伊藤幸弘 犬飼俊之 五十嵐弘美 山田智子

2 エンジェルハート 後藤健作 成瀬貴洋 石田亜沙美 山嵜夕美

3 フット・ワーク 鬼頭敏明 日坂　忍 鬼頭美佐緒 丹下沙都子

4 シリウス 岩城誠 高橋貢 田中清美 酒井準子

竹壱リーグ

1 さくらやまＢ 井口真一 重田増司 藤田智恵美 木村清枝

2 大垣クラブ 船田一郎 吉田直樹 小澤信子 佐々木宮子

3 さくらやまＡ 伊藤義紀 永倉秀逸 鵜飼節子 中村光子

4 スヌーピークラブ 富田英夫 桜井利勝 桜井喜久子 安藤トシ子

竹弐リーグ

1 サザンクロス＆芽組 藤田浩利 泉　重雄 野崎さとみ 松尾茂美

2 卓研苦楽部. 大平　勲 杉野義晴 岩瀬和子 藤田房子

3 鵜沼木曜クラブ 今村克彦 高坂正寛 工藤純子 早矢仕綾子

4 ひまわり 白井正博 岩本正竜 杉山友子 竹山和子

竹参リーグ

1 松阪第一 中村　優 田中　誠 渋谷富久子 小林尚美

2 七郷卓球クラブ 橋本正巳 寺井文広 川瀬喜代子 伊達わき江

3 マキTC-Ｂ 二反田富郎 岩田けんじ 前田千賀子 一柳ともみ

4 マキTC-Ａ 近藤日出男 中尾久義 中尾はつみ 柴山泰子



竹四リーグ

1 長島クラブ 伊藤泰秀 水谷　保 佐藤文代 中田勢津子

2 アップル 藤田和男 首藤正晃 近藤千江子 田邊倫子

3 チーム南遊会 村田鉄郎 曽我　守 伊藤生江 小山睦子

4 鈴鹿コスモスＢ 猪口英敏 石橋博幸 高橋真由美 石橋淳子

竹五リーグ

1 鈴鹿Ｆ１ 長谷川裕之 宮崎　明 増村千恵子 小倉順子

2 稲生クラブ 岡上悦久 樋口弘 国田花江 樋口智子

3 マキTC-Ｄ 土川芳雄 酒井幸治 加藤真智子 王丹丹

4 ＭＯクラブ 森　勝夫 種田　武 井上美智子 錦見智恵美

竹六リーグ

1 アドバンスＨ 林　利昭 谷村浩美 浅野永子 高橋美ど理

2 常盤クラブＢ 三潟清昭 河野桂朗 加藤敦子 八田康子

3 卓研？. 山部啓治 篠平　静 小沢久恵 加納真貴子

4 ニボウ尾西 近藤政男 今枝克祥 佐藤春枝 森　孝子

竹七リーグ

1 揖斐クラブＢ 早川浩之 各務正明 小川憲子 平尾正枝

2 なでしこ 磯貝　健 村上修治 藤原里美 鈴木佳子

3 友遊クラブ 水谷治樹 小林光浩 三宅玲子 小林恵子

4 喜楽 大野英二 児玉房光 伊藤雪子 水野千鶴



竹八リーグ

1 ラジャ 高橋浩之 竹政信二 立木茂美 白井路子

2 揖斐クラブＡ 小田且己 北川　稔 森本かおり 清水千香子

3 アメジストＣ 小穴幸司 山下政二 明山由美 永谷久子

4 スヌーピークラブ 水谷友樹 岩越　清 池見美代子 吉川順子

竹九リーグ

1 ニャンキーズ 山川　晃 林　浩之 福井真樹 村岡七代

2 Ｇ・スィートピー 世古直哉 浜田　晋 坂倉香代子 乙部陽子

3 紫陽花 武中博和 近藤藤也 菊川順子 幅　優子

4 リラッくま 西尾　章 伊藤信二 臼井二三江 山田久代

竹十リーグ

1 ＴＯＵＣＨ 佐藤　勲　 吉田充徳 石井昌子 中野久子

2 旭ソシウスＢ 今井優太 林　亮太 大田玲奈 大久保治子

3 ウッキーズＡ 武藤幸好 小越高志 中村寿子 情野　香

4 新生クラブ 杉山伸司 佐藤雅浩 佐藤みゆき 二ノ倉弘美


