
令和元年１２月１５日（日）郡山西部第二体育館

Ａ－１
1 2 3 4 5 6 8・9 コート

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子 鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子 星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

井関せつ子

伊藤寿子

齊藤　恵

早川涼子

伊藤恵美子

菅野幸子

鈴木豊子

星　ますみ

母袋笙子

木村千栄子

本多由美子

荒　恭子

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

Ａ－２ 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 6 10・11 コート
大野理加 渡辺悦子 平山恭子 飯田亜弥 小泉春美 七宮さおり

山口信子 菅野久美子 横山順子 見城綾香 菅井啓子 佐藤裕美

大野理加

山口信子

渡辺悦子

菅野久美子

平山恭子

横山順子

飯田亜弥

見城綾香

小泉春美 コスモスクラブ

菅井啓子 GUNDAN雅

七宮さおり

佐藤裕美

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

第２４回　令和元年度アップル杯卓球大会

〇印コート責任者

得点 順位

-１-

4

3

順位得点

2

名 　前 勝敗

① KYレディース

清友会

3

4 小山田クラブ

6

5

すみれクラブ

名 　前 勝敗

カトレアクラブ

2

①

5

6

竹馬クラブ

KYレディース

竹馬クラブ

すみれクラブ

いわき卓球

ひまわりクラブ



Ａ－３
1 2 3 4 5 12・13 コート

笹木輝美 石井敦子 高田静代 村松百子 槌谷昭子

阿部末美 荒木浩子 山本眞理子 本田トシ子 佐久間ひろ子

笹木輝美

阿部末美

石井敦子 SANKYO

荒木浩子 泉クラブ

高田静代

山本眞理子

村松百子

本田トシ子

槌谷昭子

佐久間ひろ子

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 15・16 コート

星　強子 根本和恵 根本恵美子 久能礼子 遠藤あさ子

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 須田富江 福島かおり

星　強子

斎藤ハツ子

根本和恵

中西沙登江

根本恵美子 KYレディース

森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子

須田富江

遠藤あさ子 たんぽぽ

福島かおり Liberty Walk

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－5
1 2 3 4 5 17・18 コート

佐藤節子 加藤紀子 土屋千恵子 蛭田久美子 根本志奈子

渡辺静枝 清水　環 佐藤敦子 新妻真衣 志岐真紀

佐藤節子 カトレアクラブ

渡辺静枝 ひまわりクラブ

加藤紀子

清水　環

土屋千恵子

佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ

新妻真衣 いわき卓球

根本志奈子 石渡会

志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

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

2

得点

4

3 すみれクラブ

得点

得点

-２-

⑤

清友会

順位

1

〇印コート責任者

〇印コート責任者

勝敗 順位

1

名 　前

2

③

4

5

勝敗

1

③

2 いわき卓球

5

4

〇印コート責任者

名　前 勝敗

すみれクラブ

KYレディース

竹馬クラブ

かぼちゃ倶楽部

すみれクラブ

順位名 　前

竹馬クラブ



Aクラス　　１．２位トーナメント

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

笹木輝美 石井敦子 SANKYO 高田静代

阿部末美 荒木浩子 泉クラブ 山本眞理子

村松百子 槌谷昭子

本田トシ子 佐久間ひろ子

佐藤節子 カトレアクラブ 加藤紀子 土屋千恵子

渡辺静枝 ひまわりクラブ 清水　環 佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ 根本志奈子 石渡会

新妻真衣 いわき卓球 志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

星　強子 根本和恵 根本恵美子 KYレディース

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子 遠藤あさ子 たんぽぽ

須田富江 福島かおり Liberty Walk

笹木輝美 石井敦子 SANKYO 高田静代

阿部末美 荒木浩子 泉クラブ 山本眞理子

村松百子 槌谷昭子

本田トシ子 佐久間ひろ子

佐藤節子 カトレアクラブ 加藤紀子 土屋千恵子

渡辺静枝 ひまわりクラブ 清水　環 佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ 根本志奈子 石渡会

新妻真衣 いわき卓球 志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

星　強子 根本和恵 根本恵美子 KYレディース

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子 遠藤あさ子 たんぽぽ

須田富江 福島かおり Liberty Walk

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

9 1-2位

-３-

10 2-1位

8 4-2位

すみれクラブ いわき卓球

KYレディース

1-1位

2 2-2位

3 3-2位

KYレディース 清友会 すみれクラブ

竹馬クラブカトレアクラブ

5-1位

6

4-1位

3-1位

ひまわりクラブいわき卓球

すみれクラブ KYレディース

かぼちゃ倶楽部

小山田クラブ

KYレディース 竹馬クラブ すみれクラブ

4

1

竹馬クラブ

清友会 すみれクラブ

7 5-2位

5
すみれクラブ いわき卓球

すみれクラブ清友会

KYレディースすみれクラブ

竹馬クラブ かぼちゃ倶楽部

竹馬クラブ

竹馬クラブ

いわき卓球 ひまわりクラブ

すみれクラブ竹馬クラブ

KYレディース すみれクラブ清友会

竹馬クラブカトレアクラブ小山田クラブ



Aクラス　　３．４位トーナメント

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

笹木輝美 石井敦子 SANKYO 高田静代

阿部末美 荒木浩子 泉クラブ 山本眞理子

村松百子 槌谷昭子

本田トシ子 佐久間ひろ子

佐藤節子 カトレアクラブ 加藤紀子 土屋千恵子

渡辺静枝 ひまわりクラブ 清水　環 佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ 根本志奈子 石渡会

新妻真衣 いわき卓球 志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

星　強子 根本和恵 根本恵美子 KYレディース

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子 遠藤あさ子 たんぽぽ

須田富江 福島かおり Liberty Walk

笹木輝美 石井敦子 SANKYO 高田静代

阿部末美 荒木浩子 泉クラブ 山本眞理子

村松百子 槌谷昭子

本田トシ子 佐久間ひろ子

佐藤節子 カトレアクラブ 加藤紀子 土屋千恵子

渡辺静枝 ひまわりクラブ 清水　環 佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ 根本志奈子 石渡会

新妻真衣 いわき卓球 志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

星　強子 根本和恵 根本恵美子 KYレディース

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子 遠藤あさ子 たんぽぽ

須田富江 福島かおり Liberty Walk

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

10 2-3位

-４-

3 3-4位

6 3-3位

5 4-3位

4

2 2-4位

1 1-3位

KYレディース

小山田クラブ

KYレディース

いわき卓球

清友会

カトレアクラブ

5-3位

かぼちゃ倶楽部

8 4-4位

7 5-4位

すみれクラブ

竹馬クラブ

9 1-4位

いわき卓球

KYレディース

小山田クラブ カトレアクラブ

竹馬クラブ すみれクラブ

竹馬クラブ

KYレディース

KYレディース

すみれクラブ

竹馬クラブ

すみれクラブ

すみれクラブ

竹馬クラブ

竹馬クラブ

ひまわりクラブ

すみれクラブ清友会

いわき卓球

すみれクラブ

すみれクラブ

竹馬クラブ

すみれクラブ竹馬クラブ

ひまわりクラブ

清友会

かぼちゃ倶楽部

すみれクラブ清友会

いわき卓球

KYレディース



Aクラス　　５. ６位トーナメント

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

佐藤節子 カトレアクラブ 加藤紀子 土屋千恵子

渡辺静枝 ひまわりクラブ 清水　環 佐藤敦子

蛭田久美子 泉クラブ 根本志奈子 石渡会

新妻真衣 いわき卓球 志岐真紀 かぼちゃ倶楽部

星　強子 根本和恵 根本恵美子 KYレディース

斎藤ハツ子 中西沙登江 森岡瑞葵 郡山商業OG

久能礼子 遠藤あさ子 たんぽぽ

須田富江 福島かおり Liberty Walk

笹木輝美 石井敦子 SANKYO 高田静代

阿部末美 荒木浩子 泉クラブ 山本眞理子

村松百子 槌谷昭子

本田トシ子 佐久間ひろ子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

井関せつ子 齊藤　恵 伊藤恵美子

伊藤寿子 早川涼子 菅野幸子

鈴木豊子 母袋笙子 本多由美子

星　ますみ 木村千栄子 荒　恭子

大野理加 渡辺悦子 平山恭子

山口信子 菅野久美子 横山順子

飯田亜弥 小泉春美 コスモスクラブ 七宮さおり

見城綾香 菅井啓子 GUNDAN雅 佐藤裕美

-５-

竹馬クラブ

7
KYレディース 竹馬クラブ すみれクラブ

2-5位

いわき卓球 ひまわりクラブ

6
KYレディース 清友会 すみれクラブ

1-6位

小山田クラブ カトレアクラブ 竹馬クラブ

5
KYレディース 竹馬クラブ すみれクラブ

2-6位

いわき卓球 ひまわりクラブ

4
すみれクラブ KYレディース

3-5位

竹馬クラブ かぼちゃ倶楽部

2
清友会 すみれクラブ

5-5位

3
すみれクラブ いわき卓球

4-5位

1
KYレディース 清友会 すみれクラブ

1-5位

小山田クラブ カトレアクラブ 竹馬クラブ



B－１
1 2 3 4 5 6 1・2 コート

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子 賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子 谷代明子 小島美紀 大内純子

熊坂秀子

安倍真知子

横山正子

小松冨巳子

松崎千鶴子

山口郁子

賀川明子

谷代明子

古川郁美

小島美紀

鎌田キク子

大内純子

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

B－２ 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 6 3・4 コート
冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子 清野トミ 玄葉アサ 石井久子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子 関口史子 高橋曜子 飯田幸恵

冨塚美弥

関根美佐子

茂木恵子

関　迪子

都筑しげ子

鈴木信子

清野トミ

関口史子

玄葉アサ あさかクラブ

高橋曜子 コスモスクラブ

石井久子

飯田幸恵

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

得点

得点

-６-

4

3

〇印コート責任者

名 　前 勝敗 順位

1

2

③

4

5

6 コスモスクラブ

名 　前 勝敗 順位

2

①

5

6

フレンズあさか

竹馬クラブ

コスモスクラブ

しゃくなげクラブ

きさらぎクラブ

レインボークラブ

須賀川クラブ

あさかクラブ

スカイクラブ

KYレディース



B－3 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 6 5・6 コート
中村祐子 赤津裕子 渡辺節子 庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子 青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

中村祐子

中村恵理

赤津裕子

伊藤和子

渡辺節子

松本恵美子

庭山文子

青木ハナヨ

遠宮マス子

関根邦子

鈴木優子

吉田香織

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－4 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 7・14 コート
番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子 舟木隆子 髙橋キヨ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子 松浦久子 春里満喜子

番田利枝子

竹内恵美子

加藤フミ子

国島照子

吉田ヒロ子

加藤喜代子

舟木隆子

松浦久子

髙橋キヨ子

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

得点

順位

順位

④

-７-

名 　前 勝敗

1

2

3

6 小山田クラブ

5

名 　前 勝敗 得点

①

2

桑野クラブ

3

4

5

竹馬クラブ

フレンズあさか

なでしこクラブ

コスモスクラブ

フロール

泉クラブ

須賀川クラブ

コスモスクラブ

あさかクラブ



Bクラス　　１．２位トーナメント

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子

舟木隆子 髙橋キヨ子

松浦久子 春里満喜子

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子

舟木隆子 髙橋キヨ子

松浦久子 春里満喜子

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

-８-

1 1-1位

2-2位2

3 3-2位

3-1位5

1-2位

4-1位

8

4

2-1位

7

6 4-2位

コスモスクラブなでしこクラブ

フロール

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

フロール 泉クラブ 須賀川クラブ

フレンズあさか

小山田クラブあさかクラブコスモスクラブ

桑野クラブ 竹馬クラブ フレンズあさか

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

泉クラブ 須賀川クラブ

小山田クラブあさかクラブコスモスクラブ

桑野クラブ 竹馬クラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

コスモスクラブなでしこクラブ

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ



Bクラス　　３．４位トーナメント

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子

舟木隆子 髙橋キヨ子

松浦久子 春里満喜子

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子

舟木隆子 髙橋キヨ子

松浦久子 春里満喜子

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

-９-

1 1-3位

2 2-4位

3 3-4位

4 4-3位

5 3-3位

6 4-4位

7 1-4位

8 2-3位

桑野クラブ 竹馬クラブ フレンズあさか

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

フロール 泉クラブ 須賀川クラブ

コスモスクラブ

小山田クラブあさかクラブコスモスクラブ

桑野クラブ 竹馬クラブ フレンズあさか

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

コスモスクラブなでしこクラブ

フロール 泉クラブ 須賀川クラブ

小山田クラブあさかクラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

コスモスクラブなでしこクラブ

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ



Bクラス　　５．６位トーナメント

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

番田利枝子 加藤フミ子 吉田ヒロ子

竹内恵美子 国島照子 加藤喜代子

舟木隆子 髙橋キヨ子

松浦久子 春里満喜子

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

熊坂秀子 横山正子 松崎千鶴子

安倍真知子 小松冨巳子 山口郁子

賀川明子 古川郁美 鎌田キク子

谷代明子 小島美紀 大内純子

中村祐子 赤津裕子 渡辺節子

中村恵理 伊藤和子 松本恵美子

庭山文子 遠宮マス子 鈴木優子

青木ハナヨ 関根邦子 吉田香織

冨塚美弥 茂木恵子 都筑しげ子

関根美佐子 関　迪子 鈴木信子

清野トミ 玄葉アサ あさかクラブ 石井久子

関口史子 高橋曜子 コスモスクラブ 飯田幸恵

7 2-5位

-１０-

1 1-5位

2 2-6位

3 4-5位

4 3-5位

5 1-6位

6 3-6位

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

桑野クラブ 竹馬クラブ フレンズあさか

コスモスクラブなでしこクラブ

フロール 泉クラブ 須賀川クラブ

小山田クラブあさかクラブコスモスクラブ

レインボークラブ 須賀川クラブ あさかクラブ

コスモスクラブKYレディーススカイクラブ

フロール 泉クラブ 須賀川クラブ

きさらぎクラブしゃくなげクラブ

小山田クラブあさかクラブコスモスクラブ

フレンズあさか 竹馬クラブ コスモスクラブ



Ｃ－１
1 2 3 4 5 6 22・23 コート

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子 清野美貴子 添田和子 三浦時江

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子 髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

高橋孝子

柏原良子

高橋道子

高木喜代子

三瓶京子

伊藤百合子

清野美貴子

髙橋恵子

添田和子

熊谷素子

三浦時江

根津詩江

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 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 24・25 コート
五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子 斎藤ケイ子 渡部博子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子 石田起代子 安瀬幸子

五島ナヲ子

新田アキ

杉内二千子

伊藤良子

佐藤よし子

大橋トモ子

斎藤ケイ子

石田起代子

渡部博子

安瀬幸子

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

得点

〇印コート責任者

-１１-

名 　前 勝敗 順位

①

2

3

4

5

6

名 　前 得点勝敗 順位

① コスモスクラブ

2

3

4

5

竹馬クラブ

M.Tクラブ

コスモスクラブ

小山田クラブ

きさらぎクラブ

竹馬クラブ

コスモスクラブ

M.Tクラブ

メリー・ピンポンズ

しゃくなげクラブ



Ｃ－３ 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 26・27 コート
馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子 千葉美智子 荒木静子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子 増子稔子 佐々木マチ子

馬場祐子

宍戸　潤

渡辺幸代

小枝成子

高野美保子

羽田要子

千葉美智子

増子稔子

荒木静子

佐々木マチ子

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

Ｃ－4 〇印コート責任者

1 2 3 4 5 20・21 コート
渡辺邦子 大竹茂子 新田町子 阿部美智子 福田ゆみえ

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子 古関テル子 浅沼久美子

渡辺邦子

渡辺悦子

大竹茂子

髙橋恵美

新田町子

野川好子

阿部美智子

古関テル子

福田ゆみえ

浅沼久美子

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

得点

5

4

コスモスクラブ3

②

得点

レインボークラブ

きさらぎクラブ

名 　前 順位

2

勝敗

名 　前 勝敗

1

順位

-１２-

1

3

4

⑤

なでしこクラブ

開成クラブ

しゃくなげクラブ

須賀川クラブ

なでしこクラブ

桑野クラブ

コスモスクラブ



Cクラス　　１．２位トーナメント

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子

斎藤ケイ子 渡部博子

石田起代子 安瀬幸子

馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子

千葉美智子 荒木静子

増子稔子 佐々木マチ子

渡辺邦子 大竹茂子 新田町子

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子

阿部美智子 福田ゆみえ

古関テル子 浅沼久美子

馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子

千葉美智子 荒木静子

増子稔子 佐々木マチ子

渡辺邦子 大竹茂子 新田町子

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子

阿部美智子 福田ゆみえ

古関テル子 浅沼久美子

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子

斎藤ケイ子 渡部博子

石田起代子 安瀬幸子

8 2-1位

7 1-2位

2

3
なでしこクラブ

桑野クラブ コスモスクラブ

1 1-1位

6

5

4

2-2位

3-1位

4-2位

3-2位

4-1位

-１３-

コスモスクラブ

小山田クラブコスモスクラブ

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ

きさらぎクラブ 竹馬クラブ コスモスクラブ

メリー・ピンポンズM.Tクラブ

コスモスクラブ 竹馬クラブ M.Tクラブ

しゃくなげクラブ

きさらぎクラブレインボークラブ

なでしこクラブ 開成クラブ

なでしこクラブ須賀川クラブしゃくなげクラブ

M.Tクラブ

桑野クラブ コスモスクラブ

レインボークラブ きさらぎクラブ コスモスクラブ

開成クラブなでしこクラブ

コスモスクラブ 竹馬クラブ M.Tクラブ

小山田クラブコスモスクラブ

きさらぎクラブ 竹馬クラブ コスモスクラブ

しゃくなげクラブメリー・ピンポンズ



Cクラス　　３．４位トーナメント

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子

斎藤ケイ子 渡部博子

石田起代子 安瀬幸子

馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子

千葉美智子 荒木静子

増子稔子 佐々木マチ子

渡辺邦子 大竹茂子 新田町子

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子

阿部美智子 福田ゆみえ

古関テル子 浅沼久美子

馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子

千葉美智子 荒木静子

増子稔子 佐々木マチ子

渡辺邦子 大竹茂子 新田町子

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子

阿部美智子 福田ゆみえ

古関テル子 浅沼久美子

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子

斎藤ケイ子 渡部博子

石田起代子 安瀬幸子

なでしこクラブ 開成クラブ

レインボークラブ きさらぎクラブ コスモスクラブ

きさらぎクラブ

コスモスクラブ 小山田クラブ

コスモスクラブ 竹馬クラブ M.Tクラブ

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ なでしこクラブ

桑野クラブ

コスモスクラブ

7 1-4位

8 2-3位

-１４-

きさらぎクラブ 竹馬クラブ コスモスクラブ

M.Tクラブ

5 3-3位

6 4-4位

コスモスクラブ

なでしこクラブ 開成クラブ

3 3-4位

4 4-3位

しゃくなげクラブ 須賀川クラブ なでしこクラブ

桑野クラブ

1 1-3位

2 2-4位

きさらぎクラブ 竹馬クラブ コスモスクラブ

M.Tクラブ

M.Tクラブ

コスモスクラブ

コスモスクラブ 竹馬クラブ

メリー・ピンポンズ しゃくなげクラブ

コスモスクラブ 小山田クラブ

メリー・ピンポンズ しゃくなげクラブ

レインボークラブ



Cクラス　　５．６位トーナメント

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

渡辺邦子 大竹茂子 新田町子

渡辺悦子 髙橋恵美 野川好子

阿部美智子 福田ゆみえ

古関テル子 浅沼久美子

馬場祐子 渡辺幸代 高野美保子

宍戸　潤 小枝成子 羽田要子

千葉美智子 荒木静子

増子稔子 佐々木マチ子

高橋孝子 高橋道子 三瓶京子

柏原良子 高木喜代子 伊藤百合子

清野美貴子 添田和子 三浦時江

髙橋恵子 熊谷素子 根津詩江

五島ナヲ子 杉内二千子 佐藤よし子

新田アキ 伊藤良子 大橋トモ子

斎藤ケイ子 渡部博子

石田起代子 安瀬幸子

2-5位

M.Tクラブ

-１５-

1 1-5位

2 4-5位

3 3-5位

1-6位

M.Tクラブ

小山田クラブコスモスクラブ

きさらぎクラブ 竹馬クラブ

しゃくなげクラブメリー・ピンポンズ

コスモスクラブ 竹馬クラブ

M.Tクラブ

レインボークラブ きさらぎクラブ

5

4
コスモスクラブ

コスモスクラブ

開成クラブなでしこクラブ

しゃくなげクラブ なでしこクラブ須賀川クラブ

きさらぎクラブ 竹馬クラブ コスモスクラブ

しゃくなげクラブメリー・ピンポンズ

コスモスクラブ桑野クラブ


