
令和元年9月15日(日)

落合公園体育館

No. 得点 順位 No. 得点 順位

1 2－0 2－0 0－2 2－0 7 2 1 0－2 0－2 0－2 0－2 4 5

2 0－2 0－2 0－2 0－2 4 5 2 2－0 2－0 2－0 2－0 8 1

3 0－2 2－0 0－2 0－2 5 4 3 2－0 0－2 1－2 2－1 6 3

4 2－0 2－0 2－0 2－0 8 1 4 2－0 0－2 2－1 2－0 7 2

5 0－2 2－0 2－0 0－2 6 3 5 2－0 0－2 1－2 0－2 5 4
ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ6

No. 得点 順位 No. 得点 順位

1 2－1 0－2 2－0 1－2 6 3 1 2－0 2－0 0－2 2－0 7 2

2 1－2 1－2 2－1 0－2 5 4 2 0－2 2－0 0－2 2－1 6 3

3 2－0 2－1 2－0 1－2 7 2 3 0－2 0－2 0－2 0－2 4 5

4 0－2 1－2 0－2 0－2 4 5 4 2－0 2－0 2－0 2－0 8 1

5 2－1 2－0 2－1 2－0 8 1 5 0－2 1－2 2－0 0－2 5 4

ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ6

7,8 コート

No. 得点 順位 No. 得点 順位

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

2 2－1 2－0 2－0 2－0 8 1 2 2－1 2－0 2－0 2－0 8 1

3 0－2 0－2 2－1 0－2 5 4 3 0－2 0－2 1－2 1－2 4 5

4 0－2 0－2 1－2 0－2 4 5 4 2－1 0－2 2－1 2－0 7 2

5 2－0 0－2 2－0 2－0 7 2 5 0－2 0－2 2－1 0－2 5 4

ﾒﾝﾊﾞｰ1 ﾒﾝﾊﾞｰ1

ﾒﾝﾊﾞｰ2 ﾒﾝﾊﾞｰ2

ﾒﾝﾊﾞｰ3 ﾒﾝﾊﾞｰ3

ﾒﾝﾊﾞｰ4 ﾒﾝﾊﾞｰ4

ﾒﾝﾊﾞｰ5 ﾒﾝﾊﾞｰ5

ﾒﾝﾊﾞｰ6 ﾒﾝﾊﾞｰ6

第25回　ダブルス団体戦(一般男子の部)

【試合順序】 ５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2 【試合順序】

野田 亘

町田 恭崇

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

9,10 コート

12,13 コート

15,16 コート

岡﨑 悟

若月 光

徳永 安弘 日江 政弘

市來 秀平 下田 和久

市川 宣義 斉藤 陽平 納谷 秀一

岩西卓友会

長谷川 憲司 榎本 拓斗

加藤 智也

川瀬 太貴 和田 幸一郎

竹内 研二

奥島 知輝

松井 勝

高森台クラブ

4,5 コート

中根 知之

小島 巧

1,2 コート

クランバオ ジュンイチ 遠山 諒人

hanabi

山田 晋也

中間 敏男

坪井 達哉前田 陽

塩野 芳夫西垣 孝哉小林 純哉

大野 仁資

村上 弘晃 田中 龍之介

柳 雄一郎 上林 竜司 塚田 明夫

水野 裕貴 高木 達哉 刑部 聡太 鈴木 琢磨

小木曽 友哉 野辺地 雄司岩川 幹生 小松 修 小柳 貴弘 森川 桂伍 下田 敦士

熊澤 栄作 岡本 昭 神谷 薫 服部 哲也小林 龍矢 富永 一行 尾関 和也 近藤 洋史

岩西卓友会

柳原 一登

春日井高C チーム愛知町

神屋ｸﾗﾌﾞB

岩成台クラブA

春日井東高B 東洋電機(株)

神屋ｸﾗﾌﾞA

神屋ｸﾗﾌﾞB

PINKYU

F

纐纈 彪真

山本 公平 谷内 耀太

TSクラブ CTTS

井口 裕介

PINKYU 岩成台クラブA 東洋電機(株) チーム愛知町

野田 正人

吉田 優真

春日井高D

松平 大毅 坂野 弘弥

鈴木 崚太坂本 悠輝哉

坂倉 真吾齋藤 凌

C hanabi 神屋ｸﾗﾌﾞA 春日井東高B 春日井高C

山下 清文 山田 健太郎 上田 哲也 神野 晨之介

前田 直輝 山口 良男 河口 篤史

高森台クラブ

EVEN

みろく卓球クラブ

春日井高A 高蔵寺高C

可知 拓真 山田 悠貴

春日井東高C 岩成台クラブB

春日井高A 春日井東高C

岩成台クラブB高蔵寺高C

みろく卓球クラブ DA EVEN 春日井西高B

近藤 信洋 鈴木 陸斗

春日井西高B

春日井東高A

春日井東高A

総体クラブ

総体クラブ

竹内 宏斗 小川 剛史 矢羽田 謙二 鈴木 翔治 平川 一男 渡邉 拓馬 田中 元浩 平松 悠

原 謙心 福元 空桜 川崎 仁八 後藤 盛吉 伊藤 幸造 髙杉 春輔

小林 晃太郞 大島 一輝 廣田 晴大 山下 健司 渡辺 光明 森内 蒼太 白井 伸幸

三原 一輝 江口 高弘竹繩 創太 入田 正二 小田 梨仁 丸山 貴之大西 圭輔

大津　武敬

春日井西高A 高蔵寺高B 上卓クラブ 高蔵寺高A

篠木卓球クラブ 南北工

南北工篠木卓球クラブB E春日井高B

春日井高B 高蔵寺高A

春日井西高A 春日井高D

高蔵寺高B TSクラブ

上卓クラブ CTTS

土井 鐐一 伊藤 幸希 鈴木 大輝 青山 亮隼 世古 浩紀 松岡 知輝

佐藤 義富 髙﨑 祐紀 江崎 佑星 松井 颯太 加藤 昌夫

早川 颯太酒向 泰治 鳥越 遥希 白井 大地 大前 朋揮 磯部 昇

橋本 爽良

倉知 祐史小島 渉

羽澄 直弥 岩見 直幸

梅木 康生

伊藤 誠晃𠮷川 明仁

船津丸 糧 滝澤 有耶

古居 信

新美 隆治 河村 拓倖 森田 智也 柴田 岳 櫻井 英治 田中 壱磨樋口 敦生


