
カンポラージ　H25/4/21　　試合結果
ﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸ 結果順位 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ名名名名 男子男子男子男子 女子女子女子女子

1111 中津川好卓会中津川好卓会中津川好卓会中津川好卓会 田中田中田中田中　　　　力力力力 水野礼子水野礼子水野礼子水野礼子
2222 愛和会愛和会愛和会愛和会 竹田元一竹田元一竹田元一竹田元一 宮崎京子宮崎京子宮崎京子宮崎京子
3333 ＡＦＡＦＡＦＡＦ 浅井重信浅井重信浅井重信浅井重信 福井米子福井米子福井米子福井米子
4444 マックスマックスマックスマックス 早川高夫早川高夫早川高夫早川高夫 伊東伊東伊東伊東　　　　幸幸幸幸
5555 浜松浜松浜松浜松うなぎのぼりうなぎのぼりうなぎのぼりうなぎのぼり 大村真一大村真一大村真一大村真一 森下森下森下森下あつあつあつあつ子子子子
6666 紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花 酒井幸治酒井幸治酒井幸治酒井幸治 菊川順子菊川順子菊川順子菊川順子
7777 豊明豊明豊明豊明ラージクラブラージクラブラージクラブラージクラブ 青木精司青木精司青木精司青木精司 成瀬明美成瀬明美成瀬明美成瀬明美
1111 卓研具楽部卓研具楽部卓研具楽部卓研具楽部 田中尚子田中尚子田中尚子田中尚子 田中亜希子田中亜希子田中亜希子田中亜希子
2222 ラージラージラージラージ 板垣富士雄板垣富士雄板垣富士雄板垣富士雄 石川和子石川和子石川和子石川和子
3333 キャンデイキャンデイキャンデイキャンデイ 西田富夫西田富夫西田富夫西田富夫 八田康子八田康子八田康子八田康子
4444 多治見多治見多治見多治見ラージラージラージラージ 水野水野水野水野　　　　健健健健 加藤和代加藤和代加藤和代加藤和代
5555 卓愛会卓愛会卓愛会卓愛会 佐合正至佐合正至佐合正至佐合正至 奥田芳恵奥田芳恵奥田芳恵奥田芳恵
6666 多治見多治見多治見多治見ラージラージラージラージ 松田実千夫松田実千夫松田実千夫松田実千夫 渡辺美紀渡辺美紀渡辺美紀渡辺美紀
7777 パステロパステロパステロパステロ 近藤邦彦近藤邦彦近藤邦彦近藤邦彦 稲垣悦子稲垣悦子稲垣悦子稲垣悦子
1111 多治見多治見多治見多治見ラージラージラージラージ 伏屋健二伏屋健二伏屋健二伏屋健二 野倉順子野倉順子野倉順子野倉順子
2222 パーソンズパーソンズパーソンズパーソンズ 寺本寺本寺本寺本　　　　忍忍忍忍 白井路子白井路子白井路子白井路子
3333 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸スマイルスマイルスマイルスマイル 谷中基幸谷中基幸谷中基幸谷中基幸 福家恵美子福家恵美子福家恵美子福家恵美子
4444 ＊＊＊＊ 本多雅治本多雅治本多雅治本多雅治 渡辺国恵渡辺国恵渡辺国恵渡辺国恵
5555 大垣大垣大垣大垣クラブクラブクラブクラブ 小林健一小林健一小林健一小林健一 田中富子田中富子田中富子田中富子
6666 福地福地福地福地クラブクラブクラブクラブ 伊藤基貢伊藤基貢伊藤基貢伊藤基貢 天野静子天野静子天野静子天野静子
欠欠欠欠 市之倉市之倉市之倉市之倉 佐藤雅計佐藤雅計佐藤雅計佐藤雅計 伊東淳子伊東淳子伊東淳子伊東淳子
1111 桜花桜花桜花桜花クラブクラブクラブクラブ 桜谷道夫桜谷道夫桜谷道夫桜谷道夫 松尾敏子松尾敏子松尾敏子松尾敏子
2222 桜桜桜桜ＴＴＣＴＴＣＴＴＣＴＴＣ 成瀬勝男成瀬勝男成瀬勝男成瀬勝男 田中博子田中博子田中博子田中博子
3333 岐阜岐阜岐阜岐阜ドリームドリームドリームドリーム 古野古野古野古野　　　　望望望望 古野郁子古野郁子古野郁子古野郁子
4444 豊明豊明豊明豊明ラージクラブラージクラブラージクラブラージクラブ 藤本隆治藤本隆治藤本隆治藤本隆治 石田石田石田石田ミチミチミチミチ子子子子
5555 爽鈴爽鈴爽鈴爽鈴ラージラージラージラージ 松岡富夫松岡富夫松岡富夫松岡富夫 熱田熱田熱田熱田　　　　光光光光
6666 卓愛会卓愛会卓愛会卓愛会 遠矢一博遠矢一博遠矢一博遠矢一博 岡本厚子岡本厚子岡本厚子岡本厚子
7777 美加美加美加美加ラージラージラージラージ 山田昭郎山田昭郎山田昭郎山田昭郎 宮嶋節子宮嶋節子宮嶋節子宮嶋節子
1111 望望望望 田口早苗田口早苗田口早苗田口早苗 宮地隆子宮地隆子宮地隆子宮地隆子
2222 豊明豊明豊明豊明ラージクラブラージクラブラージクラブラージクラブ 彦坂光則彦坂光則彦坂光則彦坂光則 成田数子成田数子成田数子成田数子
3333 池田池田池田池田いちごいちごいちごいちご会会会会 船田一郎船田一郎船田一郎船田一郎 小林信子小林信子小林信子小林信子
4444 チャオチャオチャオチャオ 汲田美良汲田美良汲田美良汲田美良 湯浅千代子湯浅千代子湯浅千代子湯浅千代子
5555 岐阜岐阜岐阜岐阜ドリームドリームドリームドリーム 荘加正史荘加正史荘加正史荘加正史 渡部千代子渡部千代子渡部千代子渡部千代子
6666 豊明豊明豊明豊明ラージクラブラージクラブラージクラブラージクラブ 山田富男山田富男山田富男山田富男 加藤佐和子加藤佐和子加藤佐和子加藤佐和子
欠欠欠欠 ＴＥＡＭ　ＡＴＥＡＭ　ＡＴＥＡＭ　ＡＴＥＡＭ　Ａ....ＯＯＯＯ 安藤義雄安藤義雄安藤義雄安藤義雄 岡村美恵子岡村美恵子岡村美恵子岡村美恵子
1111 ＊＊＊＊ 鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　巌巌巌巌 花木千代子花木千代子花木千代子花木千代子
2222 市之倉市之倉市之倉市之倉 赤塚正嗣赤塚正嗣赤塚正嗣赤塚正嗣 北川瑞江北川瑞江北川瑞江北川瑞江
3333 水都水都水都水都クラブクラブクラブクラブ 菱田照二菱田照二菱田照二菱田照二 宮田宮田宮田宮田タミタミタミタミ子子子子
4444 大垣大垣大垣大垣クラブクラブクラブクラブ 春木春木春木春木　　　　功功功功 安藤信江安藤信江安藤信江安藤信江
5555 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸スマイルスマイルスマイルスマイル 奥坂征男奥坂征男奥坂征男奥坂征男 石田千代子石田千代子石田千代子石田千代子
6666 甚卓甚卓甚卓甚卓 桐山正行桐山正行桐山正行桐山正行 千代貞子千代貞子千代貞子千代貞子

1111 碧南碧南碧南碧南サンデーサンデーサンデーサンデー 杉浦正孝杉浦正孝杉浦正孝杉浦正孝 大村三恵子大村三恵子大村三恵子大村三恵子
2222 西尾西尾西尾西尾LTTLTTLTTLTT 亀山恒陽亀山恒陽亀山恒陽亀山恒陽 大河内恵子大河内恵子大河内恵子大河内恵子
3333 チームななチームななチームななチームなな 粂野俊弘粂野俊弘粂野俊弘粂野俊弘 三浦優子三浦優子三浦優子三浦優子
4444 福地福地福地福地クラブクラブクラブクラブ 永田春美永田春美永田春美永田春美 岡田岡田岡田岡田まちまちまちまち子子子子
5555 水都水都水都水都クラブクラブクラブクラブ 内藤喜久夫内藤喜久夫内藤喜久夫内藤喜久夫 高浜美代子高浜美代子高浜美代子高浜美代子
6666 ラージラージラージラージ 小川小川小川小川　　　　一一一一 矢野裕子矢野裕子矢野裕子矢野裕子
7777 チームヨコイチームヨコイチームヨコイチームヨコイ 横井春男横井春男横井春男横井春男 小幡道代小幡道代小幡道代小幡道代

7777

6666

1111

2222

3333

4444

5555



1111 北名古屋北名古屋北名古屋北名古屋ラージラージラージラージ 恩田勝巳恩田勝巳恩田勝巳恩田勝巳 南石南石南石南石たみたみたみたみ江江江江
2222 大垣大垣大垣大垣クラブクラブクラブクラブ 赤松赤松赤松赤松　　　　猛猛猛猛 富山美智子富山美智子富山美智子富山美智子
3333 わいわいわいわいわいわいわいわい会会会会 堀堀堀堀　　　　輝彦輝彦輝彦輝彦 早川和江早川和江早川和江早川和江
4444 北名古屋北名古屋北名古屋北名古屋 溝口敏明溝口敏明溝口敏明溝口敏明 藤田豊子藤田豊子藤田豊子藤田豊子
5555 ほていクラブほていクラブほていクラブほていクラブ 池戸由美子池戸由美子池戸由美子池戸由美子 山本伊代子山本伊代子山本伊代子山本伊代子
6666 大垣大垣大垣大垣クラブクラブクラブクラブ 小林準治小林準治小林準治小林準治 佐佐佐佐々々々々木宮子木宮子木宮子木宮子
7777 卓研苦楽部卓研苦楽部卓研苦楽部卓研苦楽部 田中田中田中田中 川島洋子川島洋子川島洋子川島洋子
1111 ブルースカイブルースカイブルースカイブルースカイ 鈴村嘉教鈴村嘉教鈴村嘉教鈴村嘉教 山崎久美山崎久美山崎久美山崎久美
2222 クラブクラブクラブクラブ卓研卓研卓研卓研 小寺一生小寺一生小寺一生小寺一生 古川小夜子古川小夜子古川小夜子古川小夜子
3333 爽鈴爽鈴爽鈴爽鈴ラージラージラージラージ 谷口重男谷口重男谷口重男谷口重男 藤田藤田藤田藤田としとしとしとし子子子子
4444 名王名王名王名王クラブクラブクラブクラブ 服部服部服部服部　　　　詳詳詳詳 服部弘子服部弘子服部弘子服部弘子
5555 中津川好卓会中津川好卓会中津川好卓会中津川好卓会 千田節子千田節子千田節子千田節子 大山育代大山育代大山育代大山育代
6666 卓研苦楽部卓研苦楽部卓研苦楽部卓研苦楽部 大平大平大平大平　　　　勲勲勲勲 加藤英子加藤英子加藤英子加藤英子
7777 名城卓球名城卓球名城卓球名城卓球クラブクラブクラブクラブ 小林重夫小林重夫小林重夫小林重夫 奥村郁子奥村郁子奥村郁子奥村郁子
1111 三河三河三河三河ラージラージラージラージ 山田義洋山田義洋山田義洋山田義洋 太田妙子太田妙子太田妙子太田妙子
2222 美加美加美加美加ラージラージラージラージ 小橋八剛小橋八剛小橋八剛小橋八剛 杉山隆子杉山隆子杉山隆子杉山隆子
3333 KTTKTTKTTKTT 多賀章二多賀章二多賀章二多賀章二 苅谷百合子苅谷百合子苅谷百合子苅谷百合子
4444 ファイブオールファイブオールファイブオールファイブオール 堤堤堤堤　　　　　　　　潔潔潔潔 山口伊都子山口伊都子山口伊都子山口伊都子
5555 すみれすみれすみれすみれ卓球卓球卓球卓球BBBB 纐纈俊治纐纈俊治纐纈俊治纐纈俊治 長谷川俶子長谷川俶子長谷川俶子長谷川俶子
6666 豊明豊明豊明豊明ラージクラブラージクラブラージクラブラージクラブ 宮木英生宮木英生宮木英生宮木英生 橋本津橋本津橋本津橋本津ニニニニ子子子子
7777 卓愛会卓愛会卓愛会卓愛会 猿山定昭猿山定昭猿山定昭猿山定昭 大塚大塚大塚大塚セツセツセツセツ
1111 三河三河三河三河ラージラージラージラージ 簗瀬簗瀬簗瀬簗瀬　　　　裕裕裕裕 高津照江高津照江高津照江高津照江
2222 春春春春クラブクラブクラブクラブ 倉知喜久子倉知喜久子倉知喜久子倉知喜久子 青山富貴子青山富貴子青山富貴子青山富貴子
3333 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸スマイルスマイルスマイルスマイル 山西香月山西香月山西香月山西香月 日比野照代日比野照代日比野照代日比野照代
4444 KTTKTTKTTKTT 西原尊利西原尊利西原尊利西原尊利 岩井好美岩井好美岩井好美岩井好美
5555 かわせみかわせみかわせみかわせみ 中村貞光中村貞光中村貞光中村貞光 中村久子中村久子中村久子中村久子
欠欠欠欠 池田池田池田池田いちごいちごいちごいちご会会会会 浅井浅井浅井浅井　　　　稔稔稔稔 清水和子清水和子清水和子清水和子

1111 碧南碧南碧南碧南サンデーサンデーサンデーサンデー 石川石川石川石川　　　　勉勉勉勉 杉浦杉浦杉浦杉浦えりえりえりえり子子子子
2222 多治見多治見多治見多治見ラージラージラージラージ 若尾昇一若尾昇一若尾昇一若尾昇一 加藤澄子加藤澄子加藤澄子加藤澄子
3333 西尾西尾西尾西尾LTTLTTLTTLTT 徳田和江徳田和江徳田和江徳田和江 高山高山高山高山みどりみどりみどりみどり
4444 池田池田池田池田いちごいちごいちごいちご会会会会 河村河村河村河村としとしとしとし子子子子 小見山小見山小見山小見山
5555 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸スマイルスマイルスマイルスマイル 浅井茂明浅井茂明浅井茂明浅井茂明 石山光子石山光子石山光子石山光子

1111 三河三河三河三河ラージラージラージラージ 熊地三佳熊地三佳熊地三佳熊地三佳 小田素乃香小田素乃香小田素乃香小田素乃香
2222 ※※※※ 大内大内大内大内　　　　昭昭昭昭 瀬川由里瀬川由里瀬川由里瀬川由里
3333 美加美加美加美加ラージラージラージラージ 水野勲二水野勲二水野勲二水野勲二 伊藤幸子伊藤幸子伊藤幸子伊藤幸子
4444 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸スマイルスマイルスマイルスマイル 畑中清一畑中清一畑中清一畑中清一 柳川柳川柳川柳川ハルエハルエハルエハルエ
5555 大垣大垣大垣大垣クラブクラブクラブクラブ 山岡山岡山岡山岡　　　　茂茂茂茂 沖邑加代子沖邑加代子沖邑加代子沖邑加代子
6666 北名古屋北名古屋北名古屋北名古屋ラージラージラージラージ 安藤善夫安藤善夫安藤善夫安藤善夫 水野水野水野水野　　　　操操操操

1111 ウッキーズウッキーズウッキーズウッキーズ 石島石島石島石島　　　　茂茂茂茂 山下美也子山下美也子山下美也子山下美也子
2222 ムーメントムーメントムーメントムーメント 山田山田山田山田てるてるてるてる子子子子 立木美代子立木美代子立木美代子立木美代子
3333 多治見多治見多治見多治見ラージラージラージラージ 村田利夫村田利夫村田利夫村田利夫 臼井臼井臼井臼井きみきみきみきみ
4444 北名古屋北名古屋北名古屋北名古屋ラージラージラージラージ 水野英憲水野英憲水野英憲水野英憲 柴山柴山柴山柴山ふさふさふさふさ子子子子
5555 KTTKTTKTTKTT 足立足立足立足立　　　　隆隆隆隆 上野興子上野興子上野興子上野興子
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