
　春日井市卓球連盟

1 -1 松浦 服部 桜井 14 -1 末永 塚本 岩坪 石鍋

中部大学 上卓クラブ 神屋クラブ 3 3 中部大学 卓誠会 春日井東高 岩西卓友会

かみむら なかしま

27 -2 伊藤 辻 枡田 杉浦晶 2-1 2-9 13 -2 鈴木 上村 藤田 中嶌

好卓クラブ 中部大学 卓誠会 春日井東高 3 0 1 1 2 2 中部大学 上卓クラブ 東洋電機 春日井東高

はずみ

26 -2 羽澄 森田 山下 下田 0 3 15 -1 坂井 中村 盛林 夏目

エスカルゴ 中部大学 岩成台クラブ 上卓クラブ エスカルゴ 岩成台クラブ 中部大学 石尾台

3-1 3-5

2 -1 樋口 高橋 藤岡 柴田 2 2 16 -1 小豆澤 白幡 伊藤 濱本

卓誠会 卓悶会 中部大学 春日井南高 0 3 TSクラブ 神屋クラブ 中部大学 ＳＴ∀ＲＴ

1-2 1-13

25 -2 成瀬 西村 山口 佐藤 3 1 2 12 -2 水野 後藤 齋藤 高井

卓悶会 春日井工高 中部大学 岩西卓友会 2-2 3 3 2-10 卓誠会 好卓クラブ 中部大学 ＳＴ∀ＲＴ

かしわぎ かみばやし きっこう

24 -2 柏木 富永 高濱 小川 11 -2 上林 加藤 亀甲 青山

中部大学 神屋クラブ 春日井南高 春日井東高 1 3 3 2 岩成台クラブ 中部大学 さんたくクラブ 春日井東高

えとう

3 -1 江東 田中 高村 杉浦宙斗 3 3 17 -1 富田（協） 川瀬 伊田 伊藤

ＴＳクラブ 岩成台クラブ 春日井工高 春日井東高 4-1 4-3 好卓クラブ 中部大学 春日井工高 上卓クラブ

みやじま 3 3 かじた

4 -1 一ノ瀬 武馬由和 山田 宮嶋 18 -1 甲野 中川 梶田 下田

好卓クラブ 春日井工高 中部大学 上卓クラブ 3 1 高森台クラブ 神屋クラブ 上卓クラブ 岩西卓友会

のへち 2-3 1-15 くさかべ

23 -2 福井 伊藤 粟野 野辺地 3 0 3 10 -2 大島 日下部 森 伊藤

高森台クラブ 春日井東高 中部大学 岩西卓友会 0 0 春日井工高 神屋クラブ 中部大学 岩西卓友会

2-11 おじま かじま

5 -1 山田 伊藤 古田 加藤 3 3 9 -2 小嶋 武馬史明 梶間 木下

TKG 高森台クラブ 中部大学 岩西卓友会 3 1 好卓クラブ 春日井工高 卓悶会 春日井東高

3-2 3

22 -2 金坂 富田（英） 古川 山口 3 19 -1 世古 宇家 上野 西尾

卓誠会 好卓クラブ 春日井工高 上卓クラブ 3 上卓クラブ 中部大学 春日井東高 春日井南高

1-5 3 3-6

21 -2 岡本 加藤 高橋 浅野 0 3 8 -2 高山 高木 稲田 杉浦

神屋クラブ ＳＴ∀ＲＴ 中部大学 東洋電機 2-4 0 3 中部大学 神屋クラブ 卓誠会 春日井南高

まるこ 1-17

6 -1 円子 成瀬 中間 丹羽 0 0 2 7 -2 西原 杉下 内藤 吉岡

エスカルゴ 中部大学 岩成台クラブ 春日井東高 1 2-12 高森台クラブ エスカルゴ 中部大学 上卓クラブ

いえだ

7 -1 西原 杉下 内藤 吉岡 3 20 -1 加藤 木村 木村 家田

高森台クラブ エスカルゴ 中部大学 上卓クラブ 3 春日井工高 中部大学 さんたくクラブ エスカルゴ

いえだ 5-1 5-2

20 -2 加藤 木村 木村 家田 2-5 21 -1 岡本 加藤 高橋 浅野

春日井工高 中部大学 さんたくクラブ エスカルゴ 0 0 1 3 神屋クラブ ＳＴ∀ＲＴ 中部大学 東洋電機

2-13 まるこ

19 -2 世古 宇家 上野 西尾 3 1 6 -2 円子 成瀬 中間 丹羽

上卓クラブ 中部大学 春日井東高 春日井南高 1 3 エスカルゴ 中部大学 岩成台クラブ 春日井東高

3-3

8 -1 高山 高木 稲田 杉浦 3 0 5 -2 山田 伊藤 古田 加藤

中部大学 神屋クラブ 卓誠会 春日井南高 3 TKG 高森台クラブ 中部大学 岩西卓友会

かじた 1-7 3-7

18 -2 甲野 中川 梶田 下田 0 3 3 22 -1 金坂 富田（英） 古川 山口

高森台クラブ 神屋クラブ 上卓クラブ 岩西卓友会 2-6 3 2 卓誠会 好卓クラブ 春日井工高 上卓クラブ

1-19 みやじま

17 -2 富田（協） 川瀬 伊田 伊藤 3 3 4 -2 一ノ瀬 武馬由和 山田 宮嶋

好卓クラブ 中部大学 春日井工高 上卓クラブ 0 0 3 2-14 好卓クラブ 春日井工高 中部大学 上卓クラブ

おじま かじま のへち

9 -1 小嶋 武馬史明 梶間 木下 3 2 23 -1 福井 伊藤 粟野 野辺地

好卓クラブ 春日井工高 卓悶会 春日井東高 高森台クラブ 春日井東高 中部大学 岩西卓友会

くさかべ 4-2 0 0 4-4 かしわぎ

10 -1 大島 日下部 森 伊藤 24 -1 柏木 富永 高濱 小川

春日井工高 神屋クラブ 中部大学 岩西卓友会 3 3 中部大学 神屋クラブ 春日井南高 春日井東高

1-9 1-20 えとう

16 -2 小豆澤 白幡 伊藤 濱本 0 2 2 0 3 -2 江東 田中 高村 杉浦宙斗

TSクラブ 神屋クラブ 中部大学 ＳＴ∀ＲＴ ＴＳクラブ 岩成台クラブ 春日井工高 春日井東高

2-7 2-15

15 -2 坂井 中村 盛林 夏目 2 1 2 -2 樋口 高橋 藤岡 柴田

エスカルゴ 岩成台クラブ 中部大学 石尾台 0 3 3 0 卓誠会 卓悶会 中部大学 春日井南高

かみばやし きっこう

11 -1 上林 加藤 亀甲 青山 3 3 25 -1 成瀬 西村 山口 佐藤

岩成台クラブ 中部大学 さんたくクラブ 春日井東高 3-4 0 2 3-8 卓悶会 春日井工高 中部大学 岩西卓友会

はずみ

12 -1 水野 後藤 齋藤 高井 26 -1 羽澄 森田 山下 下田

卓誠会 好卓クラブ 中部大学 ＳＴ∀ＲＴ 1 3 エスカルゴ 中部大学 岩成台クラブ 上卓クラブ

1-11 1-22

14 -2 末永 塚本 岩坪 石鍋 3 3 1 0 1 -2 松浦 服部 桜井

中部大学 卓誠会 春日井東高 岩西卓友会 2-8 3 3 2-16 中部大学 上卓クラブ 神屋クラブ

かみむら なかしま

13 -1 鈴木 上村 藤田 中嶌 2 3 27 -1 伊藤 辻 枡田 杉浦晶

中部大学 上卓クラブ 東洋電機 春日井東高 好卓クラブ 中部大学 卓誠会 春日井東高

第46回会長杯争奪戦（一般男子）
決勝トーナメント 平成26年5月4日

優勝

6-1

一ノ瀬

（好卓ｸﾗﾌﾞ）


