
平成３０年１２月１３日（木）郡山市西部体育館

Ａ－１
1 2 3 4 5 1・2 コート

深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子 平山恭子 小泉春美

伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子 横山順子 井上利恵子

深谷由美

伊藤寿子

渡辺静枝

佐藤裕美

槌谷昭子

佐久間ひろ子

平山恭子

横山順子

小泉春美

井上利恵子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

Ａ－２
1 2 3 4 5 3・4 コート

星　強子 河本悦子 井関せつ子 佐藤節子 久能礼子

斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子 母袋笙子 茂木恵子

星　強子

斎藤ハツ子

河本悦子

小針三枝子

井関せつ子

根本恵美子

佐藤節子

母袋笙子

久能礼子

茂木恵子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

5 0-3 1-3 1-3

2

0-4 5

3-14 3-02-3 3-2 3-2カトレアクラブ

0-3竹馬クラブ

1

4② 0-3 1-3 2-3

3 3-0 3-1 2-3KYレディース 3-1 3-1 1

3-0 3-1 3

勝敗

〇印コート責任者

名　前

3-1たんぽぽ 1-3

第２３回　平成３０年度アップル杯卓球大会

名　前 順位

①

勝敗

13-0

〇印コート責任者

3-0 3-0 3-0

3

-1-

KYレディース

ひまわりクラブ

かぼちゃ倶楽部

すみれクラブ

3 0-3 0-3 3-1

2-1 2

1-1

4

順位

1-3すみれクラブ

3-0 0-3 3-2

0-3

5

0-3

2 3-0 3-0

5

0-3

4 0-3

コスモスクラブ



Ａ－３
1 2 3 4 5 5・6 コート

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子 本田トシ子 志賀苗子

山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子 村松百子 遠藤あさ子

大野理加

山口信子

高橋啓子

熊坂秀子

伊藤恵美子

土屋千恵子

本田トシ子

村松百子

志賀苗子

遠藤あさ子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

Ａ－４
1 2 3 4 5 7・8 コート

笹木輝美 高田静代 加藤美代子 菅野久美子 國分智さと

阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美 渡辺悦子 高橋恵美

笹木輝美

阿部末美

高田静代

山本眞理子

加藤美代子

鈴木洋美

菅野久美子

渡辺悦子

國分智さと

高橋恵美

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4

(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

0-3 2-2 3

5 GLORY 1-3

4 竹馬クラブ 2-3

3-2 3-1 3-0 3-1 2

3-0 3-0

3 南相会 1-3 3-1 0-3

名　前 勝敗 順位

3-1

1-3 1-3 4

3-1 1

KYレディース 3-1 1-3

1 すみれクラブ 1-3 3-1 3-2

0-3 2-3 1-3②

0-4 5

5 たんぽぽ 1-3 1-3 3-2

4 竹馬クラブ

5

1

3 すみれクラブ 2-3 3-0

3-0

2-2 4

2-2 3

0-3 1-3 1-3

3-1 2-3

〇印コート責任者

〇印コート責任者

勝敗 順位

①

-2-

0-3 3-2 3-0 3-1

名　前

3-1 2

2 ひまわりクラブ 3-0 0-3 3-1 3-1

KYレディース

0-3

3-1



Aクラス　　１．２位トーナメント

深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子
伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子
平山恭子 小泉春美 コスモスクラブ

横山順子 荒井祐子 FKリエット

星　強子 河本悦子 井関せつ子
斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子
佐藤節子 久能礼子
母袋笙子 茂木恵子

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子
山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子
本田トシ子 志賀苗子
村松百子 遠藤あさ子

笹木輝美 高田静代 加藤美代子
阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美
菅野久美子 國分智さと
渡辺悦子 高橋恵美

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子
山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子
本田トシ子 志賀苗子
村松百子 遠藤あさ子

笹木輝美 高田静代 加藤美代子
阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美
菅野久美子 國分智さと
渡辺悦子 高橋恵美

深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子
伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子
平山恭子 小泉春美 コスモスクラブ

横山順子 荒井祐子 FKリエット

星　強子 河本悦子 井関せつ子
斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子
佐藤節子 久能礼子
母袋笙子 茂木恵子

7 1-2位

5

すみれクラブ

竹馬クラブ

KYレディース ひまわりクラブ かぼちゃ倶楽部

4 4-1位

6

3-1位

4-2位

すみれクラブKYレディース

GLORY

1 1-1位

2 2-2位

3 3-2位

KYレディース

すみれクラブ

ひまわりクラブ かぼちゃ倶楽部

すみれクラブ たんぽぽ KYレディース

カトレアクラブ 竹馬クラブ

ひまわりクラブ すみれクラブ

竹馬クラブ たんぽぽ

すみれクラブ KYレディース 南相会

KYレディース

-3-

竹馬クラブ GLORY

すみれクラブ KYレディース 南相会

竹馬クラブ

ひまわりクラブ

たんぽぽ

たんぽぽ KYレディース

カトレアクラブ 竹馬クラブ

すみれクラブ

8 2-1位



Aクラス　　３．４位トーナメント
深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子
伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子
平山恭子 小泉春美 コスモスクラブ

横山順子 荒井祐子 FKリエット

星　強子 河本悦子 井関せつ子
斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子
佐藤節子 久能礼子
母袋笙子 茂木恵子

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子
山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子
本田トシ子 志賀苗子
村松百子 遠藤あさ子

笹木輝美 高田静代 加藤美代子
阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美
菅野久美子 國分智さと
渡辺悦子 高橋恵美

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子
山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子
本田トシ子 志賀苗子
村松百子 遠藤あさ子

笹木輝美 高田静代 加藤美代子
阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美
菅野久美子 國分智さと
渡辺悦子 高橋恵美

深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子
伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子
平山恭子 小泉春美 コスモスクラブ

横山順子 荒井祐子 FKリエット

星　強子 河本悦子 井関せつ子
斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子
佐藤節子 久能礼子
母袋笙子 茂木恵子

Aクラス　　５位トーナメント
深谷由美 渡辺静枝 槌谷昭子
伊藤寿子 佐藤裕美 佐久間ひろ子
平山恭子 小泉春美 コスモスクラブ

横山順子 荒井祐子 FKリエット

笹木輝美 高田静代 加藤美代子
阿部末美 山本眞理子 鈴木洋美
菅野久美子 國分智さと
渡辺悦子 高橋恵美

大野理加 高橋啓子 伊藤恵美子
山口信子 熊坂秀子 土屋千恵子
本田トシ子 志賀苗子
村松百子 遠藤あさ子

星　強子 河本悦子 井関せつ子
斎藤ハツ子 小針三枝子 根本恵美子
佐藤節子 久能礼子
母袋笙子 茂木恵子

4
すみれクラブ たんぽぽ KYレディース

2-5位
カトレアクラブ 竹馬クラブ

3
KYレディース ひまわりクラブ すみれクラブ

3-5位
竹馬クラブ たんぽぽ

2
すみれクラブ KYレディース 南相会

4-5位
竹馬クラブ GLORY

1
KYレディース ひまわりクラブ かぼちゃ倶楽部

1-5位
すみれクラブ

8
すみれクラブ たんぽぽ KYレディース

2-3位
カトレアクラブ 竹馬クラブ

7
KYレディース ひまわりクラブ かぼちゃ倶楽部

1-4位
すみれクラブ

6
すみれクラブ KYレディース 南相会

4-4位
竹馬クラブ GLORY

5
KYレディース ひまわりクラブ すみれクラブ

3-3位
竹馬クラブ たんぽぽ

4
すみれクラブ KYレディース 南相会

4-3位
竹馬クラブ GLORY

ひまわりクラブ すみれクラブ

3-4位
竹馬クラブ たんぽぽ

-4-

1
KYレディース ひまわりクラブ かぼちゃ倶楽部

1-3位
すみれクラブ

2
すみれクラブ たんぽぽ KYレディース

2-4位
カトレアクラブ 竹馬クラブ

3
KYレディース



B－１
1 2 3 4 5 6 10・11 コート

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子 加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓

大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子 国島照子 関口史子 松尾シズ子

佐藤よし子

大橋トモ子

山口郁子

玄葉アサ

谷代明子

賀川明子

加藤フミ子

国島照子

清野トミ

関口史子

橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

松尾シズ子 たんぽぽ

試合順序 (1)   3-4 (2)   2-5 (3)   1-6 (4)   2-3 (5)   4-6 (6)   1-5 (7)   2-6 (8)   3-5
(9)   1-4 (10)  5-6 (11)  2-4 (12)  1-3 (13) 4-5 (14) 3-6 (15) 1-2

B－２
1 2 3 4 5 12・13 コート

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子 庭山文子 千葉廣子

吉田　薫 土屋和子 鈴木信子 小元むつみ 栗山富久子

安倍真知子

吉田　薫

松崎千鶴子

土屋和子

高橋曜子

鈴木信子

庭山文子 コスモスクラブ

小元むつみ 南相会

千葉廣子

栗山富久子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

B－3
1 2 3 4 5 14・15 コート

荒　恭子 菅井啓子 石井久子 髙橋キヨ子 遠宮マス子

目黒和子 古川郁美 飯田幸恵 大内純子 関根邦子

荒　恭子

目黒和子

菅井啓子 GUNDAN雅

古川郁美 KYレディース

石井久子

飯田幸恵

髙橋キヨ子

大内純子

遠宮マス子

関根邦子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

0-4

3-2 2-2 3

4 コスモスクラブ 0-3 0-3 1-3

5

1-3 4

5 あさかクラブ 0-3 0-3 2-3 2-3

② 1-3 3-0 3-0 3-0 3-1 2

3-2

3 きさらぎクラブ 1-3 0-3 3-1

名　前 勝敗 順位

1 ひまわりクラブ 3-1 3-1 3-0 3-0 4-0 1

4 0-3 0-3 0-3 2-3 0-4 5

5 みはるクラブ 0-3 1-3 0-3 3-2 1-3 4

3 コスモスクラブ 0-3 0-3 3-0 3-0 2-2 3

② あさかクラブ 2-3 3-0 3-0 3-1 3-1 2

名　前 勝敗 順位

1 レインボークラブ 3-2 3-0 3-0 3-0 4-0 1

6 3-2 3-0 3-1 3-0 2-3 4-1 3

6

5 しゃくなげクラブ 2-3 3-1 3-2 3-0 3-2 4-1 2

4 竹馬クラブ 1-3 3-2 1-3 0-3 0-3 1-4

0-3 1-4 4

3 スカイクラブ 0-3 1-3 3-1 2-3 1-3 1-4 5

〇印コート責任者

〇印コート責任者

〇印コート責任者

-5-

名　前 勝敗 順位

1 M.Tクラブ 3-1 3-0 3-1 3-2 2-3 4-1 1

② あさかクラブ 1-3 3-1 2-3 1-3



B－４
1 2 3 4 5 16・17 コート

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子 高橋道子 鎌田キク子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子 加藤裕子 春里満喜子

竹内恵美子

番田利枝子

朽木洋子

唯木聡子

渡辺節子

松本恵美子

高橋道子

加藤裕子

鎌田キク子

春里満喜子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

B－５
1 2 3 4 5 9・18 コート

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子 小松冨巳子 遠藤チエ子

星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子 星　寛美 千葉美智子

鈴木豊子

星　ますみ

都筑しげ子

鈴木捷子

関　迪子

伊藤良子

小松冨巳子

星　寛美

遠藤チエ子

千葉美智子

試合順序 (1)   2-5 (2)   3-4 (3)   1-5 (4)   2-3 (5)    1-4
(6)   3-5 (7)   2-4 (8)   1-3 (9)   4-5 (10)  1-2

5 桑野クラブ 2-3 1-3 3-0

2-3 2-2 3

2-2 43-2

4 須賀川クラブ 0-3 3-2 3-1

1-3 0-3 0-4 5

② コスモスクラブ 0-3

3 竹馬クラブ 1-3 0-3

3-0 2-3 3-1

名　前 勝敗 順位

3-0 3-2 4-0 1

2-2 2

1 小山田クラブ 3-0 3-1

3-1 1-3 4

4 竹馬クラブ 0-3

5 コスモスクラブ 0-3 1-3 2-3

0-3 2-3 1-3

3-1 4-0 1

3-2 3-2 2-2 3

0-4 5

3 須賀川クラブ 0-3 0-3

富士美クラブ 3-1 3-0 3-0

〇印コート責任者

〇印コート責任者

-6-

名　前 勝敗 順位

① 桑野クラブ 1-3 3-0 3-0 3-0 3-1 2

2



Bクラス　　１．２位トーナメント

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子
吉田　薫 土屋和子 鈴木信子
庭山文子 コスモスクラブ 千葉廣子
小元むつみ 南相会 栗山富久子

荒　恭子 菅井啓子 GUNDAN雅 石井久子
目黒和子 古川郁美 KYレディース 飯田幸恵
髙橋キヨ子 遠宮マス子
大内純子 関根邦子

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子
星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子
小松冨巳子 遠藤チエ子
星　寛美 千葉美智子

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子
高橋道子 鎌田キク子
加藤裕子 春里満喜子

荒　恭子 菅井啓子 GUNDAN雅 石井久子
目黒和子 古川郁美 KYレディース 飯田幸恵
髙橋キヨ子 遠宮マス子
大内純子 関根邦子

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子
星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子
小松冨巳子 遠藤チエ子
星　寛美 千葉美智子

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子
高橋道子 鎌田キク子
加藤裕子 春里満喜子

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子
吉田　薫 土屋和子 鈴木信子
庭山文子 コスモスクラブ 千葉廣子
小元むつみ 南相会 栗山富久子

コスモスクラブ

みはるクラブ

ひまわりクラブ きさらぎクラブ

竹馬クラブ しゃくなげクラブ

コスモスクラブ

小山田クラブ コスモスクラブ

須賀川クラブ

竹馬クラブ

桑野クラブ

ひまわりクラブ

2-1位

1-2位

4-2位

7

6 3-1位

コスモスクラブ

竹馬クラブ

須賀川クラブ 桑野クラブ

M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

桑野クラブ 富士美クラブ 須賀川クラブ

みはるクラブ

小山田クラブ コスモスクラブ

須賀川クラブ

レインボークラブ あさかクラブ

コスモスクラブ竹馬クラブ

4

9

レインボークラブ あさかクラブ

コスモスクラブ あさかクラブ

桑野クラブ 富士美クラブ

-7-

1 1-1位

2-2位2

3 3-2位

M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

竹馬クラブ

4-1位5

しゃくなげクラブ

10

8

5-2位

5-1位

竹馬クラブ

きさらぎクラブ

コスモスクラブ あさかクラブ



Bクラス　　３．４位トーナメント

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子
吉田　薫 土屋和子 鈴木信子
庭山文子 コスモスクラブ 千葉廣子
小元むつみ 南相会 栗山富久子

荒　恭子 菅井啓子 GUNDAN雅 石井久子
目黒和子 古川郁美 KYレディース 飯田幸恵
髙橋キヨ子 遠宮マス子
大内純子 関根邦子

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子
星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子
小松冨巳子 遠藤チエ子
星　寛美 千葉美智子

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子
高橋道子 鎌田キク子
加藤裕子 春里満喜子

荒　恭子 菅井啓子 GUNDAN雅 石井久子
目黒和子 古川郁美 KYレディース 飯田幸恵
髙橋キヨ子 遠宮マス子
大内純子 関根邦子

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子
星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子
小松冨巳子 遠藤チエ子
星　寛美 千葉美智子

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子
高橋道子 鎌田キク子
加藤裕子 春里満喜子

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子
吉田　薫 土屋和子 鈴木信子
庭山文子 コスモスクラブ 千葉廣子
小元むつみ 南相会 栗山富久子

10
レインボークラブ あさかクラブ コスモスクラブ

2-3位
みはるクラブ

9
M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

1-4位
竹馬クラブ しゃくなげクラブ

8
桑野クラブ 富士美クラブ 須賀川クラブ

4-4位
竹馬クラブ コスモスクラブ

7
小山田クラブ コスモスクラブ 竹馬クラブ

5-4位
須賀川クラブ 桑野クラブ

6
ひまわりクラブ きさらぎクラブ

3-3位
コスモスクラブ あさかクラブ

5
桑野クラブ 富士美クラブ 須賀川クラブ

4-3位
竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブ

3-4位
コスモスクラブ あさかクラブ

4
小山田クラブ コスモスクラブ 竹馬クラブ

5-3位
須賀川クラブ 桑野クラブ

-8-

1
M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

1-3位
竹馬クラブ しゃくなげクラブ

2
レインボークラブ あさかクラブ コスモスクラブ

2-4位
みはるクラブ

3
ひまわりクラブ



Bクラス　　５．６位トーナメント

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

鈴木豊子 都筑しげ子 関　迪子
星　ますみ 鈴木捷子 伊藤良子
小松冨巳子 遠藤チエ子
星　寛美 千葉美智子

竹内恵美子 朽木洋子 渡辺節子
番田利枝子 唯木聡子 松本恵美子
高橋道子 鎌田キク子
加藤裕子 春里満喜子

荒　恭子 菅井啓子 GUNDAN雅 石井久子
目黒和子 古川郁美 KYレディース 飯田幸恵
髙橋キヨ子 遠宮マス子
大内純子 関根邦子

佐藤よし子 山口郁子 谷代明子
大橋トモ子 玄葉アサ 賀川明子
加藤フミ子 清野トミ 橋本真弓 かぼちゃ倶楽部

国島照子 関口史子 松尾シズ子 たんぽぽ

安倍真知子 松崎千鶴子 高橋曜子
吉田　薫 土屋和子 鈴木信子
庭山文子 コスモスクラブ 千葉廣子
小元むつみ 南相会 栗山富久子

6
レインボークラブ あさかクラブ コスモスクラブ

2-5位
みはるクラブ

5
M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

1-6位
竹馬クラブ しゃくなげクラブ

4
ひまわりクラブ きさらぎクラブ

3-5位
コスモスクラブ あさかクラブ

桑野クラブ 富士美クラブ 須賀川クラブ

4-5位
竹馬クラブ コスモスクラブ

-9-

1
M.Tクラブ あさかクラブ スカイクラブ

1-5位
竹馬クラブ しゃくなげクラブ

2
小山田クラブ コスモスクラブ 竹馬クラブ

5-5位
須賀川クラブ 桑野クラブ

3



Ｃ－１
1 2 3 4 5 6 19-21 コート

馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ 国分光代 渡辺仁子 佐山好子

服部勝枝 常松信子 三瓶京子 池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

馬場祐子

服部勝枝

渡辺幸代

常松信子

新田アキ

三瓶京子

国分光代

池上なみ子

渡辺仁子

佐藤百合子

佐山好子

柏原良子

試合順序 (1)   3-4 (2)   2-5 (3)   1-6 (4)   2-3 (5)   4-6 (6)   1-5 (7)   2-6 (8)   3-5

(9)   1-4 (10)  5-6 (11)  2-4 (12)  1-3 (13) 4-5 (14) 3-6 (15) 1-2

Ｃ－２
1 2 3 4 5 6 22-24 コート

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子 水野富子 菅野順子 福田ゆみえ

本田豊子 長島利子 安瀬幸子 荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

高橋孝子

本田豊子

神尾アヤ子

長島利子

渡部博子

安瀬幸子

水野富子

荒木静子

菅野順子

渡辺優子

福田ゆみえ

浅沼久美子

試合順序 (1)   3-4 (2)   2-5 (3)   1-6 (4)   2-3 (5)   4-6 (6)   1-5 (7)   2-6 (8)   3-5
(9)   1-4 (10)  5-6 (11)  2-4 (12)  1-3 (13) 4-5 (14) 3-6 (15) 1-2

3

5 若草クラブ 1-3 3-1 3-0 3-1

6 開成クラブ 0-3 0-3 3-0 0-3 1-3 1-4 5

3-1 4-1 2

4 コスモスクラブ 0-3 3-2 3-1 1-3 3-0 3-2

4

3 小山田クラブ 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3 0-5 6

2 M.Tクラブ 0-3 3-0 2-3 1-3 3-0 2-3

3

名　前 勝敗 順位

① きさらぎクラブ 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 5-0 1

6 きさらぎクラブ 0-3 3-0 3-0 0-3 3-0 3-2

2

5 小山田クラブ 0-3 1-3 1-3 0-3 0-3 0-5 6

4 開成クラブ 0-3 3-1 3-0 3-0 3-0 4-1

2-3 4

③ コスモスクラブ 0-3 1-3 0-3 3-1 0-3 1-4 5

〇印コート責任者

〇印コート責任者

-10-

名　前 勝敗 順位

1 しゃくなげクラブ 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 5-1 1

2 須賀川クラブ 1-3 3-1 1-3 3-1 0-3



Ｃ－３
1 2 3 4 5 6 25-27 コート

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子 斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子

大越克枝 渡辺邦子 常松裕子 石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

五島ナヲ子

大越克枝

渡辺悦子

渡辺邦子

石井美智子

常松裕子

斎藤ケイ子

石田起代子

大槻智子

大竹茂子

添田和子

熊谷素子

試合順序 (1)   3-4 (2)   2-5 (3)   1-6 (4)   2-3 (5)   4-6 (6)   1-5 (7)   2-6 (8)   3-5
(9)   1-4 (10)  5-6 (11)  2-4 (12)  1-3 (13) 4-5 (14) 3-6 (15) 1-2

1-3 0-5 6

3-1 3-2 33-2

6 メリーピンポンズ 0-3 0-3 2-3 2-3

5 きさらぎクラブ 1-3 2-3 3-0

2-3 3-2 3-2 44 コスモスクラブ 1-3 3-1 3-0

0-3 3-2 1-4 5

レインボークラブ 3-2

須賀川クラブ 0-3 0-3 0-3

〇印コート責任者

名　前 勝敗 順位

3-2 3-0 4-1 1

-11-

① コスモスクラブ 2-3 3-0 3-1 3-1 3-0 4-1 2

2 3-0 1-3

3



Cクラス　　１．２位トーナメント
馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

Cクラス　　３．４位トーナメント
馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

コスモスクラブ レインボークラブ 須賀川クラブ

コスモスクラブ きさらぎクラブ メリーピンポンズ

コスモスクラブ

開成クラブ

コスモスクラブ 若草クラブ 開成クラブ

コスモスクラブ きさらぎクラブ メリーピンポンズ

レインボークラブ 須賀川クラブ

コスモスクラブ きさらぎクラブ メリーピンポンズ

コスモスクラブ レインボークラブ 須賀川クラブ

若草クラブ 開成クラブ

きさらぎクラブ M.Tクラブ 小山田クラブ

開成クラブ 小山田クラブ きさらぎクラブ

小山田クラブ きさらぎクラブ

開成クラブ 小山田クラブ きさらぎクラブ

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブ

コスモスクラブ

コスモスクラブ 若草クラブ 開成クラブ

コスモスクラブ きさらぎクラブ メリーピンポンズ

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ コスモスクラブ

須賀川クラブ コスモスクラブ

M.Tクラブ 小山田クラブ

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ コスモスクラブ

開成クラブ 小山田クラブ きさらぎクラブ

きさらぎクラブ M.Tクラブ 小山田クラブ

コスモスクラブ 若草クラブ 開成クラブ
3

2

1 1-1位

6

5

4

3-2位

2-2位

3-1位

きさらぎクラブ M.Tクラブ 小山田クラブ

コスモスクラブ レインボークラブ 須賀川クラブ

-12-

1-2位

2-1位

1-3位

2-3位

2-4位

3-3位

1-4位

3

2

1

3-4位

6

5

4

しゃくなげクラブ



Cクラス　　５．６位トーナメント

馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

五島ナヲ子 渡辺悦子 石井美智子
大越克枝 渡辺邦子 常松裕子
斎藤ケイ子 大槻智子 添田和子
石田起代子 大竹茂子 熊谷素子

馬場祐子 渡辺幸代 新田アキ
服部勝枝 常松信子 三瓶京子
国分光代 渡辺仁子 佐山好子
池上なみ子 佐藤百合子 柏原良子

高橋孝子 神尾アヤ子 渡部博子
本田豊子 長島利子 安瀬幸子
水野富子 菅野順子 福田ゆみえ
荒木静子 渡辺優子 浅沼久美子

6
きさらぎクラブ M.Tクラブ 小山田クラブ

2-5位
コスモスクラブ 若草クラブ 開成クラブ

5
しゃくなげクラブ 須賀川クラブ コスモスクラブ

1-6位
開成クラブ 小山田クラブ きさらぎクラブ

2-6位
コスモスクラブ 若草クラブ 開成クラブ

4
コスモスクラブ レインボークラブ 須賀川クラブ

3-5位
コスモスクラブ きさらぎクラブ メリーピンポンズ

メリーピンポンズ

3
きさらぎクラブ M.Tクラブ 小山田クラブ

-13-

1
しゃくなげクラブ 須賀川クラブ コスモスクラブ

1-5位
開成クラブ 小山田クラブ きさらぎクラブ

2
コスモスクラブ レインボークラブ 須賀川クラブ

3-6位
コスモスクラブ きさらぎクラブ



平成３０年１２月１３日（木) ９：００～

郡山市西部体育館

参加者 130名

主催：郡山レディース卓球連盟 ・ 郡山市卓球協会

後援：郡山市　

協賛：ゼビオ株式会社

各クラスのリーグ戦順位によるトーナメント結果

《A　クラス》

１, ２位 トーナメント ３, ４ 位トーナメント ５, ６位 トーナメント

《Ｂ　クラス》

１, ２位 トーナメント ３, ４ 位トーナメント ５, ６位 トーナメント

《Ｃ　クラス》

１, ２位 トーナメント ３, ４ 位トーナメント ５, ６位 トーナメント

１位
深谷由美

KYレディース １位
星　強子

１位
本田トシ子

竹馬クラブ
伊藤寿子 斎藤ハツ子 村松百子

すみれクラブ

２位
井関せつ子

KYレディース ２位
伊藤恵美子

２位
高田静代

KYレディース
根本恵美子 土屋千恵子 山本眞理子

すみれクラブ

１位
鈴木豊子

小山田クラブ １位
小松冨巳子

１位
谷代明子

スカイクラブ
星　ますみ 星　寛美 賀川明子

須賀川クラブ

２位
安倍真知子

レインボークラブ ２位
石井久子

２位
遠宮マス子

あさかクラブ
吉田　薫 飯田幸恵 関根邦子

きさらぎクラブ

本田豊子 長島利子 三瓶京子
１位

高橋孝子
きさらぎクラブ １位

神尾アヤ子
M.Tクラブ

第23回アップル杯卓球大会結果

２位
石井美智子

須賀川クラブ
服部勝枝 荒木静子 常松裕子

２位
馬場祐子

しゃくなげクラブ ２位
水野富子

コスモスクラブ

１位
新田アキ

コスモスクラブ


