
平成24年度中学生団体戦（男子の部） 平成25年1月19日（土）
春日井市卓球連盟

1-2 コート 8-9 コート

No. Ａ 部 味美中Ａ 坂下中Ａ 知多中Ｃ 中部中Ｃ 松原中Ｃ 得点 順位 No. Ｅ 部 味美中Ｂ 南城中 鷹来中Ａ 西部中Ｂ 柏原中Ｃ
1 3-0 3-0 3-0 3-1 8 1 1 2-3 2-3 3-0 3-1
2 0-3 3-0 3-0 3-0 7 2 2 3-2 0-3 3-1 3-0
3 0-3 0-3 3-0 3-1 6 3 3 3-2 3-0 3-1 3-0
4 0-3 0-3 0-3 1-3 4 5 4 0-3 1-3 1-3 3-0
5 1-3 0-3 1-3 3-1 5 4 5 1-3 0-3 0-3 0-3

ﾒﾝﾊﾞｰ1 前田 拓 久保田 雄我 藤原 奨真 加納 脩司 鈴村 征巧 ﾒﾝﾊﾞｰ1 安達 匠哉 加藤 大輝 平井 大気 小谷 京大 神谷 卓臣
ﾒﾝﾊﾞｰ2 石黒 優人 二木 凌 平 晴道 久保田 雄太 高橋 渉 ﾒﾝﾊﾞｰ2 水野 友裕 柴田 聖也 寺倉 和矢 林 海里 奥野 辰巳
ﾒﾝﾊﾞｰ3 赤堀 健太 谷川 準哉 長縄 悟 金子 武流 児玉 翔伍 ﾒﾝﾊﾞｰ3 近藤 大心 榊原 雅也 鉞田 哲也 掛野 翼 宇井 蒼人
ﾒﾝﾊﾞｰ4 山内 大我 遠山 雄大 二宮 樹 吉野 陽之 片岡 航 ﾒﾝﾊﾞｰ4 坂本 拓海 三村 豊孝 前川 秀人 田中 翔平 松井 耀弘
ﾒﾝﾊﾞｰ5 梅村 司 梶田 大地 八木 嘉樹 齋藤 聖也 山崎 章吾 ﾒﾝﾊﾞｰ5 木村 圭佑 稲垣 拓磨 江島 健介 木村 郁也 鍋 佳宏
ﾒﾝﾊﾞｰ6 小崎 隼 門田 聖矢 黒田 純輝 中田 基明 柘植 孝太朗 ﾒﾝﾊﾞｰ6 森 惣 伊藤 風暉 鈴木 龍太郎 谷口 佳 阿部 心之介
ﾒﾝﾊﾞｰ7 安井 優真 田上 和弥 早坂 佳道 ﾒﾝﾊﾞｰ7 福島 颯太 江島 裕介 松田 凌太郎 由本 遊野

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ8 林 己頌 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ8 小林 洋嘉 吉村 学
５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2 ５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

3-4 コート 10-11 コート

No. Ｂ 部 知多中Ｂ 高森台中 松原中Ａ 西部中Ｃ 石尾台中Ｂ 得点 順位 No. Ｆ 部 中部中Ａ 柏原中Ｂ 高蔵寺中 松原中Ｄ 味美中Ｃ
1 3-1 0-3 3-0 3-0 5 2 1 3-0 3-0 3-0 3-0
2 1-3 0-3 3-0 3-1 4 3 2 0-3 3-0 1-3 0-3
3 3-0 3-0 3-0 3-0 6 1 3 0-3 0-3 0-3 0-3
4 0-3 0-3 0-3 3-1 3 4 4 0-3 3-1 3-0 1-3
5 0-3 1-3 0-3 1-3 5 0-3 3-0 3-1

ﾒﾝﾊﾞｰ1 渡辺 啓吾 在田 陽一 脇田 直哉 田口 優佑 吉田 晃希 ﾒﾝﾊﾞｰ1 纐纈 哲也 佐藤 翼 上場 浩士郎 金森 祐城 長屋 洋佑
ﾒﾝﾊﾞｰ2 加藤 慶大 安江 悠斗 矢野 理央 平原 義也 服部 竜也 ﾒﾝﾊﾞｰ2 梶田 慎也 中浦 健登 大竹 直弥 山本 子龍 水谷 真咲
ﾒﾝﾊﾞｰ3 成瀬 俊哉 坂和 拓弥 斎藤 光七斗 松浦 幸輝 三浦 大樹 ﾒﾝﾊﾞｰ3 畔桝 智也 山田 康太 亀井 大地 田中 皓大 時田 幹太
ﾒﾝﾊﾞｰ4 河路 大穀 新 雄太 李 左成 小林 清登 原科 卓実 ﾒﾝﾊﾞｰ4 井深 吉崇 平井 温人 木全 大輝 野村 千晴 加藤 翼
ﾒﾝﾊﾞｰ5 安達 透野 尾関 元紀 北村 和俊 栗田 律樹 多治見 大成 ﾒﾝﾊﾞｰ5 志村 亮汰朗 北村 純至 入野 令 濱田 大地 鬼頭 拓

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 近藤 雅也 鈴木 嶺於 高尾 康太郎 吉見 倫太郎 松浦 友弥 試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 古田 裕也 深井 龍太朗 久保田 啓太 梶田 恭吾
ﾒﾝﾊﾞｰ7 川邉 拓斗 鈴木 璃恩 鈴木 悠也 ﾒﾝﾊﾞｰ7 福田 唯斗 梶田 昇吾
ﾒﾝﾊﾞｰ8 大橋 侑平 清水 郷史 ﾒﾝﾊﾞｰ8 高木 大輔

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2 ５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

5-7 コート

No. Ｃ 部 西部中Ａ 柏原中Ａ 中部中Ｂ 鷹来中Ｂ 得点 順位
1 2-3 2-3 3-2 4 3 3
2 3-2 2-3 3-1 5 2 3
3 3-2 3-2 3-1 6 1 1 0
4 2-3 1-3 1-3 3 4 3
5

ﾒﾝﾊﾞｰ1 丹羽 穂高 坂本 隼大 長谷川 隼哉 熊谷 勇人 0
ﾒﾝﾊﾞｰ2 小坂 玲雄 加藤 和弘 菅原 光希 谷川 雅直 3
ﾒﾝﾊﾞｰ3 小林 周平 山住 凌史 那須 凱風 熊谷 僚太 1 3
ﾒﾝﾊﾞｰ4 横井 開 林 孝純 平井 佑馬 西嶋 英汰 2
ﾒﾝﾊﾞｰ5 小野 剛 阿部 太一 松木 晴太郎 土田 翔梧 1 優勝

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 棟 遼太 村上 竜一 宮武 雅人 山崎 紘輝
ﾒﾝﾊﾞｰ7 堀尾 凌汰
ﾒﾝﾊﾞｰ8 梅田 聖司 3

４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2 3
1 0

5-7 コート 3

No. Ｄ 部 知多中Ａ 石尾台中Ａ 松原中Ｂ 坂下中Ｂ 得点 順位 3

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

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

4 0-3 0-3 0-3 3 4 1

5 3
ﾒﾝﾊﾞｰ1 平出 陸人 神谷 智紀 梶田 明伸 桜井 佑成
ﾒﾝﾊﾞｰ2 川本 賢太郎 山口 修平 藤代 佳紀 倉橋 芳行
ﾒﾝﾊﾞｰ3 西尾 耀介 倉知 那弥 川原 知也 色摩 拓海
ﾒﾝﾊﾞｰ4 丹羽 勇斗 岡 泰成 尾関 佑哉 丸山 汰地
ﾒﾝﾊﾞｰ5 加藤 佑成 喜多 修平 高橋 佳也 山口 祐真

試合順序 ﾒﾝﾊﾞｰ6 保 博文 後藤 拓海 西尾 勇輝 戸谷 隆太
ﾒﾝﾊﾞｰ7 板倉 圭汰 大森 将也
ﾒﾝﾊﾞｰ8 服部 翔太

４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2

知多中Ａ

得点 順位
味美中Ａ 味美中Ｂ 6 3
坂下中Ａ 南城中 7 2
知多中Ｃ 鷹来中Ａ 8 1
中部中Ｃ 西部中Ｂ 5 4
松原中Ｃ 柏原中Ｃ 4 5

得点 順位
知多中Ｂ 中部中Ａ 6 1
高森台中 柏原中Ｂ 4 3
松原中Ａ 高蔵寺中 3 4
西部中Ｃ 松原中Ｄ 5 2

石尾台中Ｂ 味美中Ｃ

Ａ 1 -1 味美中Ａ 坂下中Ａ 知多中Ｃ 中部中Ｃ 松原中Ｃ
西部中Ａ
柏原中Ａ

Ｆ 6 -2 中部中Ａ 柏原中Ｂ 高蔵寺中 松原中Ｄ 味美中Ｃ
中部中Ｂ
鷹来中Ｂ

Ｅ 5 -2 味美中Ｂ 南城中 鷹来中Ａ 西部中Ｂ 柏原中Ｃ

Ｂ 2 -1 知多中Ｂ 高森台中 松原中Ａ 西部中Ｃ 石尾台中Ｂ

Ｄ 4 -2 知多中Ａ 石尾台中Ａ 松原中Ｂ 坂下中Ｂ

Ｃ ３ -1 西部中Ａ 柏原中Ａ 中部中Ｂ 鷹来中Ｂ

Ｄ 4 -1 知多中Ａ 石尾台中Ａ 松原中Ｂ 坂下中Ｂ

Ｃ 3 -2 西部中Ａ 柏原中Ａ 中部中Ｂ 鷹来中Ｂ

西部中Ｃ

Ｅ 5 -1 味美中Ｂ 南城中 鷹来中Ａ

中部中Ｃ

西部中Ｂ 柏原中Ｃ

知多中Ａ
Ｂ 2 -2 知多中Ｂ 高森台中 松原中Ａ

味美中Ｃ

石尾台中Ｂ
石尾台中Ａ
松原中Ｂ

Ａ 1 -2 味美中Ａ 坂下中Ａ 知多中Ｃ 松原中Ｃ
坂下中Ｂ

Ｆ 6 -1 中部中Ａ 柏原中Ｂ 高蔵寺中 松原中Ｄ


