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過去実績によるラ ンク別　年齢順　　※年齢不明組は若年ｸﾗｽ編入
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松松松松 1111 1111 安城ラージ 早川　高夫 小田素乃香 松野三沙子

2222 A　N　F 浅井　重信 福井　米子 延原美保子

3333 豊明卓遊クラブ 青木　精司 成瀬　明美 春日井てる

4444 桜花クラブ 桜谷　道夫 花木千代子 松尾　敏子

5555 三河ラージ 筧　　正孝 加藤　美愛 光部　嘉子

6666 SPクラブ 山田　隆弘 吉田紀代子 棚橋眞佐子

7777 爽鈴ラージ 松岡　富夫 藤田とし子 熱田　光

松松松松 2222 1111 愛和会 竹田　元一 北村幸子 宮崎　京子

2222 つくし 田中　　力 伊東　淳子 糸魚川広子

3333 紫陽花 酒井　幸治 伊藤喜久江 菊川　順子

4444 シナモン　Ｂ 西田　富夫 伊藤ひろ子 杉本　節子

5555 多治見ラージ 松田実千夫 渡辺　美紀 野倉　順子

6666 スリーフレンズ 牧野　弘 大河内澄子 樋口　里美

7777 日進市 日下　幸雄 小池千津子 日下　栄子

松松松松 ３３３３ 1111 浜松ラージ 伴敏　　明 野澤かつえ 藤田　節子

2222 市之倉クラブ 佐藤　雅計 水野　洋子 石山　郁子

3333 CANDY 小田切晃 加藤　敦子 八田　泰子

4444 瀬戸スマイルA 谷中　基幸 渡辺　国恵 明山　由美

5555 CANDY 梅田　久司 梅田　由江 矢野　裕子

6666 チャオ 成瀬　勝男 湯浅千代子 古川小夜子

7777 福地クラブ 伊藤　基貢 永田　春美 天野　静子

8888 名城卓球クラブB 粂野　俊弘 宇佐美勝子 三浦　優子

竹竹竹竹 1111 1111 コパン 船木　次郎 伊藤　とし子 楠　てるゑ

2222 池田いちご会A 船田　一郎 清水　和子 小林　信子

3333 水都クラブ 小林　健一 千田　節子 田中　富子

4444 名城ラージB 山田　倖靖 明石寿美子 杉森昌子

5555 北名古屋 恩田　勝己 細井カネ子 南石たみ江

6666 北名古屋 溝口　敏明 海川恵美子 加藤由紀子

竹竹竹竹 2222 1111 三河ラージ 永田　一也 蜂須賀勝美 大田　妙子

2222 すずらんクラブ 菱田　照二 高浜美代子 宮田タミ子

3333 希 太田　和男 宮地　隆子 田口　早苗

4444 扇 瀬田　富三 松井　悦子 丹下　誓子

5555 甚卓 セブン 桐山　正行 稲垣　悦子 千代　貞子

6666 すみれ卓球Ｂ 田中　弘克 砂田　法子 荻野とも子

7777 卓友同好会 谷口　勝彦 岩瀬　和子 松井　早苗

竹竹竹竹 3333 1111 愛和会 谷口　晴美 丹羽三ﾁ代 右山きよ子

2222 瀬戸スマイルB 畑中　清一 柳川ハルエ 日比野照代

3333 SIMS 小林　準治 高木　敦子 佐々木宮子

4444 住吉クラブ 山田　昭郎 宮嶋　節子 田中　博子

5555 ひまわり 浜上勝子 正次日出子 坂納　貞子

6666 ピース(石田) 石田　照雄 半田　末子 柴山ふさ子

7777 TSN 多賀　章二 前田千加子 高田宏子

竹竹竹竹 4444 1111 ピンポンＦ 西山　道子 村松　千砂 松浦　孝子

2222 多治見ラージ 小川　健治 臼井　貴美 加藤　澄子

3333 TSN 辰見武司 鈴木則子 柴山泰子

4444 KYM 小寺  一生 米原　路子 増田　祐子

5555 わかば 山口　紘成 六厩なを江 藤田　豊子

6666 名城ラージ 横井　春男 小幡　道代 和田ちず子

7777 悟剛 堤　　　潔 山口伊都子 市川さよ子

8888 久美クラブ 樋野　初美 有村　新子 迎　　恵子

梅梅梅梅 1111 1111 卓華クラブ 富田　　弘 杉原美知子 富山美智子

2222 卓研苦楽部 石村 　守 久田あけみ 川島　洋子

3333 水都クラブ 内藤喜久雄 堀之内京子 国枝　典子

4444 池田いちご会B 二階堂興彦 森　　孝子 和田すみえ

5555 卓華クラブ 河村一雄 杉平　敏子 南　　隆子

6666 わいわい会 堀　　輝彦 早川　和江 大島芳子

7777 豊明ラージクラブ 後藤　明 村山伯代 丹羽美代子

梅梅梅梅 2222 1111 ビクトリー 鈴木敏男 林　　育子 野呂　啓子

2222 豊明ラージクラブＢ 平田　義勝 橋本津二子 熊谷　美津子

3333 卓研苦楽部 大平　　勲 松尾　茂美 吉田亜希子

4444 名城ラージA 小林　重夫 奥村　郁子 浅野　増美

5555 名城ラージ森 森岡　実雄 牧野洋子 長尾　コトコ

6666 ともだち 塩谷　昇 後藤政子 松原　良江

7777 扇 山田　修司 佐橋かず子 酒井　理永

梅梅梅梅 3333 1111 ピンポンＦ 林　正樹 長谷川礼子 土屋　りつ子

2222 ほていクラブ 長尾　和昭 安藤トシ子 池戸由美子

3333 岐阜ドリーム 古野　望 渡辺千代子 古野　郁子

4444 瀬戸スマイルA 村山千加子 宇井　久子 中切　幸子

5555 司クラブ 堀内　司和 高橋　文代 平川留美子

6666 池田いちご会E 久保　勝行 小見山ふみえ 河村とし子

7777 豊明ラージクラブ 山田　富男 富永　豊美 石田ミチ子

8888 SIMS　 大内　昭 相坂　妙子 横山　光子


