
  平成２９年度事業報告
 自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日

NO 月日 大会名

1 5/7 春季団体 男

リーグ戦 女

男

女

参加者431名 男

女

男

女

男

女

男

女

男 藤岡卓遊会Ｂ

男

男

2 5/28 市民選手権Ⅰ 青木隆児 （豊田信用金庫）

(西部体育館) 伊藤　翔 （ジーコーズ）

鮫島しきほ （豊田高専）

参加者332名 河邉友香 （スマイル）

男 吉田昌三 （豊田クラブ） 平松幹男 （ブラザーズ） 宮澤一馬 （藤岡卓遊会）

女 前田ミツ子 （豊田ラージ） 森口さとみ （ミント）

3 10/8 市民総体
(西部体育館)

4 10/22 市民選手権Ⅱ 櫻田　健 （ジーコーズ）

（西部体育館） 加藤嘉一 （ジーコーズ）

ダブルス 川崎伸二 （水卓クラブ）

森田昌史 （水卓クラブ）

参加者226名 田中義弘 （水卓クラブ）

砂川　貢 （水卓クラブ）

三好英夫 （水卓クラブ）

仲野　悟 （水卓クラブ）

吉田昌三 （豊田クラブ） 土井田　茂 （美里ＳＣ） 加納鉄雄 （豊田卓研）

後藤雄二 （若園ぴんぽん） 宮澤一馬 （藤岡卓遊会）海野大吉 （卓木会）

梅村恵子 （高橋ＳＣ）

沼　加奈 （高橋ＳＣ）

中條真央 （TOYOTA SKY Jr）

鄭　羽杉 （TOYOTA SKY Jr）

今野和子 （アイリス）

横井一子 （アイリス）

永本静恵 （アイリス）

勝 久美子 （アイリス）

丹羽三千代 （豊田ラージ） 前田ミツ子 （豊田ラージ） 植野正子 （けやきレディース）

右山きよ子 （豊田クラブ） 杉浦道代 （ロッキ） 森口さとみ （ミント）

10/22 名古屋市

北スポーツセンター

種目 １　　　位 2　　　位 3　　　位

1部
ジーコーズ 豊田信用金庫Ａ 三五　Ａ

TOYOTA SKY Jr・Ａ 零クラブ サンレディースＡ

｛スカイホール） 2部
零クラブＡ インプルーブ 豊田高専Ａ

三河クラブ アイリスＡ 豊田高専

4部
サクセス ＤＲＩＶＥ 柳川瀬クラブＢ

ＴＥＮＰＵＬＳＥ ロッキ 豊田市役所

3部
高橋ＳＣ・Ｂ 豊田クラブドリーム 藤岡卓遊会Ａ

アイリスＢ サクセスＡ サクセスＢ

豊田ＪＴＣ・Ａ

すえのはらＳＣ なでしこ 若園ぴんぽんＢ

5部
豊田信用金庫Ｂ TOYOTA SKY Jr・Ａ 豊田市役所

若園ぴんぽんＡ 足助クラブ サンレディースＢ

7部 三五　Ｂ 豊田高専Ｃ

8部 柳川瀬クラブＤ 豊田ＪＴＣ・Ｂ

6部
ブラザーズＡ 柳川瀬クラブＣ

（豊田信用金庫）

女 秋山育美 （TOYOTA SKY Jr） 大島有香 （サンレディース）

益富クラブＡ

9部 高橋ＳＣ・Ｄ TOYOTA SKY Jr・Ｃ 若園ぴんぽん

 シングルス

男 櫻田　健 （ジーコーズ） 村松　侑

参加者453名

女 零クラブ 豊田クラブ
すみれ

サンレディース

ラージ

団体

男 三五　Ａ 豊田クラブ
豊田信用金庫Ａ

三五　Ｂ

100才
未満

男
青木隆児 （豊田信用金庫） 齋藤真澄 （三　五）

村松　侑 （豊田信用金庫） 松嶋　毅 （三　五）

100才
以上

男
西村誠也 （トヨタグリーン） 泉谷隆幸 （柳川瀬クラブ）

川原一郎 （トヨタグリーン） 平岩勝之 （柳川瀬クラブ）

ラージ 男

100才
未満

女
杉本由香里 （サンレディース） 兵田美保 （三河クラブ）

大島有香 （サンレディース） 落合美季 （豊田クラブ）

100才
以上

女
水野由美子 （高橋ＳＣ） 恩田紀美江 （トヨタグリーン）

参
考

愛知スポーツ・レクリエーションフェステバル２０１７
県大会　第３位　豊田市
監督　真鍋哲夫　選手　島畑和則・井上興爾・真鍋哲夫・吉川美紀・松吉英里奈

両角順子 （高橋ＳＣ） 宇井章子 （サンレディース）

ラージ 女



NO 月日 大会名
5 10/25 第１回豊田市 三好英夫

ラージボール 永本静恵
団体卓球大会 夏目啓子
(西部体育館) 矢野　稔

薄衣暁子
参加者96名 恩田紀美江

前川正雄
宮地三千代
戸田津多子
沢田　光
前田ミツ子
鷹見喜代子

6 11/5 村松　侑 （豊田信用金庫）

井上興爾 （ジーコーズ）

勝 久美子 （アイリス）
（西部体育館） 両角順子 （高橋ＳＣ）

藤本貴大 （豊田クラブ）

参加者319名 中川義博 （高橋ＳＣ）

大畑桃子 （スマイル）

辻　花美 （サクセス）

山下和也 （TOYOTA SKY Jr）

濱嶋　信 （ブラザーズ）

米山結唯 （豊田東）

鄭　羽杉 （TOYOTA SKY Jr）

仲野　悟 （水卓クラブ）

加藤　功 （高橋ＳＣ）

北川光子 （柳川瀬クラブ）

三浦純子 （けやきレディース）

７ 12/17 

(西部体育館)

参加者536名

　

ベテランの部

政二宗義

（チーム政二）

愛知年明

（Ｔ＆ファイト）

種目 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位

シニア部

後藤雄二

（ダルマ）

熊地三佳

（チーム熊地）

（豊田ＴＢＨ）

（Ｔ＆ファイト）

小嶋和子 長谷川淳子

（豊田ラージ）
鈴木諭子 杉浦道代

今野和子 右山きよ子

（チームヤノ）
後藤秀子 田中純子

（豊田信用金庫）

女 松吉英里奈 （TOYOTA SKY Jr） 大島有香 （サンレディース）

 秋季卓球
上級

男 島畑和則 （三　五） 青木隆児

（スマイル）

初級
男 柴田充貴 （豊田ＪＴＣ） 岡島翔健 （TOYOTA SKY Jr）

女 中條真央 （TOYOTA SKY Jr）

中級
男 新冨貴広 （豊田クラブ） 秋田翔哉 （豊田クラブ）

女 用松艶香 （サクセス） 河邉友香

（サンレディース） 吉川てつ子 （サンレディース）

河合美結 （豊田ＪＴＣ）

シニア
男 矢野　稔 （高橋ＳＣ） 大杉照雄 （高橋ＳＣ）

６０歳

冬季団体

以上
女 宇井章子

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

１位 １位 １位 ５位

２位 ２位 ２位 ６位

３位 ３位 ３位 ７位

４位 ４位 ４位

５位 ５位

６位 ６位

豊田ＪＴＣ・Ｂ

若園ぴんぽん

豊田市役所

女子６部 女子７部

逢妻中Ｂ

男子１２部

女子4部

足助クラブ

柳川瀬クラブ

衣台Ｂ

豊南中Ｄ

三河クラブＡ

男子８部

ＯＴＤ

高橋ＳＣ・Ｄ

益富クラブＡ

ＴＴＳ

サクセスＣ

高橋ＳＣ・Ｃ

足助クラブＡ

豊南中Ａ

益富クラブＢ

豊田ＪＴＣ・Ｃ TOYOTA SKY Jr・Ｂ

豊田東Ｂ

益富クラブ

男子１０部 男子１１部

なでしこ サクセスＤ 豊田高校Ｂ

ジャスティス サクセスＥ

サクセスＦ

すえのはらＳＣ 豊田北高Ａ 豊田北高Ｃ

あしたばフレンズ 豊田東Ａ 豊田高校Ａ

豊田北高Ｃ

豊田高校Ｂ

三河クラブ アイリスＢ スマイル

女子５部

ミント 豊田クラブ 豊田北高Ｂ

アイリスＡ サクセスＡ さつき

けやきレディースＡ すみれ けやきレディースＢ

TOYOTA SKY Jr・Ａ 豊田ＪＴＣ・Ａ サクセスＢ

サンレディース 高橋ＳＣ レディーフレンド

女子１部 女子２部 女子3部

零クラブ　 豊田高専 ロッキ

すずらん ＯＴＤ　ＮＥＸＴ 若園ジュニアＢ

豊南中Ｂ 豊南中Ｃ

サクセスＢ 高橋ＳＣ・Ｅ 衣台Ａ

渡邉卓球場 若園ジュニアＡ 逢妻中Ａ

男子９部

小島プレス 豊田北高Ａ 豊田北高Ｂ

豊田クラブホープ 三河クラブＣ 豊田高校Ａ

水卓クラブＢ とよた卓友 TOYOTA SKY Jr・Ｂ

豊田市役所 豊田高専Ｃ 豊田ＪＴＣ・Ｂ

豊田高専Ｂ ジャスティスＢ 柳川瀬クラブＤ

ブラザーズＡ 豊田ＪＴＣ・Ａ 末野原ＴＣ

三河クラブＢ 三五　Ｂ 藤岡卓遊会Ｂ

柳川瀬クラブＣ 足助クラブＢ 水卓クラブＣ

零クラブＡ 水卓クラブＡ ジャスティスＡ

男子５部 男子６部 男子７部

ジーコーズ 豊田高専Ａ ＤＲＩＶＥ

紅葉会 高橋ＳＣ・Ｂ 藤岡卓遊会Ａ

インプルーブ 零クラブＢ サクセスＡ

三五Ａ 豊田クラブドリーム 柳川瀬クラブＡ

男子１部 男子２部 男子３部

豊田信用金庫Ａ 豊田クラブ 高橋ＳＣ・Ａ

男子４部

豊田信用金庫Ｂ

TOYOTA SKY Jr・Ａ

柳川瀬クラブＢ



NO 月日 大会名
8 1/2０ 西三河

1/21 総合団体
卓球大会

（西部体育館）

男子
参加者418名

女子
参加者314名

合計732名

NO 月日 大会名
9 2/18

櫻田　健 （ジーコーズ）

参加者314名 浅野一平 （ジーコーズ）

村松　侑 （豊田信用金庫）

青木隆児 （豊田信用金庫）

原田洋一郎 （三河クラブ）

石山雄一 （三河クラブ）

三好英夫 （水卓クラブ）

仲野　悟 （水卓クラブ）

杉本由香里 （サンレディース）

大島有香 （サンレディース）

松吉英里奈 （TOYOTA SKY Jr）

古野夢奈 （TOYOTA SKY Jr）

夏目啓子 （けやきレディース）

林 美佐子 （けやきレディース）

永本静恵 （アイリス）

勝 久美子 （アイリス）

種目 １　　　位 2　　　位

種目 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位

協会長杯Ⅰ
団体

男 ジーコーズ （株）三五A
豊田信用金庫A
豊田クラブ

（西部体育館） 女 零クラブＡ 豊田クラブ
TOYOTA SKY Jr・A
サンレディース

ダブル
ス

100歳
未満

男
島畑和則 （三　五） 足立光世生 （豊田クラブ）

小川真史 （三　五） 渡　元春 （豊田クラブ）

ダブル
ス

10０歳
以上

男
大杉照雄 （高橋ＳＣ） 安藤憲三 （三　五）

矢野　稔 （高橋ＳＣ） 竹田哲朗 （三　五）

ダブル
ス

10０歳
未満

女
田口かおり （零クラブ） 山内千佳 （零クラブ）

恩田紀美江 （ロッキ） 両角順子 （高橋ＳＣ）

杉山琴美 （零クラブ） 近藤　霞 （零クラブ）

ダブル
ス

10０歳
以上

女
薄衣暁子 （ロッキ） 水野由美子 （高橋ＳＣ）

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部

1位 ジーコーズ 1位 零クラブＢ 1位 プログレス 1位 おいなりさん

2位 豊田クラブ 2位 零クラブＡ 2位 小島プレス 2位 デンソーＣ

3位 豊田信用金庫Ａ 3位 青龍クラブＡ 3位 ぷりんちゃんＡ 3位 サタデークラブＡ

4位 サクセスＡ

5位 (株)三五Ａ 5位 豊田クラブドリーム 5位 ＩＴＤ　Ｂ 5位 ジャスティスＡ

4位 幸卓会Ａ 4位 高浜メイクＡ 4位 愛知県庁

6位 臥龍クラブＡ

7位 デンソーＡ 7位 高浜メイクＢ 7位 三河クラブＡ 7位 デンソーＢ

6位 ＩＴＤ　Ａ 6位 柳川瀬クラブＡ 6位 幸卓会Ｂ

8位 トヨタグリーン

男子5部 男子6部 男子7部 男子8部

8位 新生クラブ 8位 水卓クラブＡ 8位 足助クラブＡ

1位 ＮＩＳＨＩＴＯ

2位 高橋ＳＣ　Ｂ 2位 青龍クラブＢ 2位 Ｊサークル 2位 鶴城丘高校

1位 高橋ＳＣ　Ａ 1位 高浜メイクＤ 1位 卓剛クラブ

3位 サタデークラブＢ

4位 幸田北部ＯＢ 4位 高浜メイクＣ 4位 城南卓球クラブＡ 4位 ブラザーズＡ

3位 豊田高専Ａ 3位 ＡＫＣ５０ 3位 インプルーブ

5位 水卓クラブＣ

6位 水卓クラブＢ 6位 豊田市役所 6位 柳川瀬クラブＢ 6位 城南卓球クラブＢ

5位 豊田クラブホープ 5位 足助クラブＢ 5位 山本学園

7位 柳川瀬クラブＣ

8位 幸田の仲間 8位 豊田高専Ｂ 8位 豊田ＪＴＣ 8位 豊田高専Ｃ

7位 ジャスティスＢ 7位 高橋ＳＣ　Ｃ 7位 三河クラブＢ

男子９部 男子１０部 男子１１部

1位 (株)三五Ｂ 1位 杜若高校 1位 ペンチングポンチング

2位 豊田信用金庫Ｂ 2位 幸田男児 2位 ぷりんちゃんＢ

4位 城南卓球クラブＣ 4位 Brotherhood　 4位 ロイヤルＳＣ

3位 チームディスカス 3位 ＵＰ！ＳＭＩＬＥ 3位 美里ＳＣ

6位 ＯＴＤ 6位 TOYOTA SKY Jr 6位 パールクラブ

5位 臥龍クラブＢ 5位 ＫＯＵＪＩ 5位 逢妻中

8位 柳川瀬クラブＤ 8位 臥龍クラブＣ 8位 ＮＡ、team

7位 サクセスＢ 7位 幸卓会Ｃ 7位 おドライだ

9位 ＯＴＤ　ＮＥＸＴ

女子1部 女子2部 女子3部 女子４部

1位 TOYOTA SKY Jr

2位 豊田クラブ 2位 安城学園Ｃ 2位 臥龍クラブ 2位 豊田高専

1位 安城学園Ａ 1位 三河クラブ 1位 青龍クラブ

3位 すみれ

4位 幸卓会Ａ 4位 トヨタグリーン 4位 岡崎卓友クラブＡ 4位 豊田ＪＴＣ・Ａ

3位 サンレディースＡ 3位 ゆきだるま 3位 岡崎卓友クラブＢ

5位 けやきレディースＢ

6位 知立クラブＡ 6位 高橋ＳＣ 6位 岡崎婦人クラブ 6位 つくしクラブＢ

5位 安城学園Ｂ 5位 アイリスＡ 5位 刈谷葵クラブ

女子５部 女子６部 女子７部 女子８部

7位 さつき

8位 つくしクラブ 8位 アイリスＢ 8位 あしたばフレンズ 8位 ジャスティス

7位 けやきレディースＡ 7位 あざみ 7位 北野クラブＢ

1位 ＪＳＳ

2位 柳川瀬クラブ 2位 碧南キャロッツ 2位 スマイル 2位 プログレス

1位 ロッキ 1位 安城サルビー 1位 高浜メイク

3位 あすなろクラブ

4位 レディーフレンド 4位 ローズ 4位 サンレディースＢ 4位 岡崎友クラブ

3位 知立クラブＢ 3位 サクセスＡ 3位 豊田市役所

5位 足助クラブ

6位 知立すみれクラブ 6位 けやきレディースＣ 6位 悠峰クラブ 6位 岩津ＴＴ

5位 刈谷双葉 5位 西尾高校 5位 なでしこ

9位 常磐中Ｂ

10位 常磐中Ａ

11位 益富クラブ

7位 ミント

8位 山本学園 8位 ポケモン大好きクラブ 8位 ＭＢＰ 8位 豊田ＪＴＣ・Ｃ

7位 さくらＴＣ 7位 すえのはらＳＣ 7位 豊田ＪＴＣ・Ｂ



NO 月日 大会名

10 2/23

後藤雄二 澤田盛寛 愛知年明 沢田 光 清水鋼治 平松幹男

（西部体育館） 石本衣麗 前田ミツ子 永本静恵 池田知代美 勝久美子 薄衣暁子

加藤悦子 森口さとみ 竹内育子

参加者90名

飯田 孝 池亀 悟 矢野彰 光田和郎 高取孝年 水野由美子

福士康子 加藤知美 安藤洋美 宮村真利子 鈴木佳子 神山美佐子

岩堀真璃子 鶴田宣子

11 ３/４ 石黒慎太郎 （インプルーブ）

柴田侑弥 （インプルーブ）

（西部体育館） 鄭　羽杉 （TOYOTA SKY Jr）

中條真央 （TOYOTA SKY Jr）

参加者160名 粟野克樹 （豊田工業高校）

久保友二 （柳川瀬クラブ）

吉田明花音 （豊田東高校）

米山結唯 （豊田東高校）

井上興爾 （ジーコーズ）

大島有香 （サンレディース）

林 直樹 （豊田信用金庫）

豊田麻美 （三河クラブ）

三好英夫 （水卓クラブ）

夏目啓子 （けやきレディース）

木田利明 （ブラザーズ）

近藤真理子 （すみれ）

3/11 蒲郡市

市民体育センター 優勝　　豊田市Ａ

準優勝　豊田市Ｂ

女　子

男　子

女　子

種目 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位

第2回豊田市
ラージボール

大会 シクラメン
の部

1組 5組 6組

協会長杯Ⅱ

上級

男 櫻田　健 （ジーコーズ）

スイセン
の部

6組 2組 9組

後藤千尋

村松　侑 （豊田信用金庫）

女 大島有香 （サンレディース） 松吉英里奈 （TOYOTA SKY Jr）

（スマイル）

混合
ダブルス 青木隆児 （豊田信用金庫） 村松　侑 （豊田信用金庫）

初級

男 牧野稜大 （豊田工業高校） 浅岡駿介 （豊田工業高校）

女 河合美結 （豊田ＪＴＣ） 大畑桃子

混合
ダブルス 矢野 稔 （高橋ＳＣ） 仲野　悟 （水卓クラブ）

１００歳
未満 吉川美紀 （豊田クラブ） 松吉英里奈 （TOYOTA SKY Jr）

参
考

第４６回市町村対抗卓球大会

 監督　真鍋哲夫　選手　真鍋哲夫・櫻田健・青木隆児・竹田哲朗・秋山育美・吉川美紀・松吉英里奈

１００歳
以上 勝 久美子 （アイリス） 今野和子 （アイリス）

　零クラブ

最優秀個人賞 　櫻田　健（ジーコーズ）

　大島有香（サンレディース）

 監督　真鍋哲夫　選手　島畑和則・藤岡直樹・井上興爾・村松侑・伊東幸・杉本由香里・大島有香

平成２９年度年間表彰

最優秀団体賞
男　子

　豊田信用金庫

（株）三五


