
加藤 徳増 宮崎 田中

明誠ｸﾗﾌﾞ ｽﾄﾘｰﾑ ｵﾑﾛﾝ 春日井 3

伊藤 百井 渋谷 西 3

春日井 あまｸﾗﾌﾞ 幡山ｸﾗﾌﾞ 球和会 3 1

竹中 坪井 倉見 岡坂 0

明誠ｱｽﾘｰﾄ 岐・土岐ｸ 春日井 ﾄﾓﾛｰｽﾞ

渋谷 小松 堤 八木 1

岐・SIMS 春日井 三・悟剛 ﾀｸﾄﾓ 3

小平 和田 吉田 磯部 0 3

岐・水都会 菊友ｸﾗﾌﾞ 1HEART 春日井 0

蔭山 所 塩野 村瀬 2

東卓ｸﾗﾌﾞZ 岐・ST 春日井 ﾀﾂｺｸﾗﾌﾞ 2

安藤 浜中 鈴木 杉山 3

岐・土岐ｸ 翔卓会 春日井 春日井

永草 大平 中垣 肥後 3

春日井 岐・KANI 如月Eight ｽﾄﾘｰﾑ 3

北原 武内 山下 梶田 0 3

中川ｸﾗﾌﾞ 犬山ｸﾗﾌﾞ 春日井 春日井

竹内 曽我 増井 清家 3

春日井 岐・たくみｸ 三・悟剛 名東ｻﾝﾃﾞｰ 1 1

土屋 井手 富永 寺島 3

岐・瑞卓会 兵・Woody 春日井 三・松阪卓協 3

堀江 加藤 近藤 福島

三・桑卓 日本ｶﾞｲｼ 春日井 春日井 3

長尾 七野 広瀬 山川 1 3

犬山ｸﾗﾌﾞ 本城ﾌｪﾆｯｸｽ ｽﾄﾘｰﾑ 春日井 1

林 島村 上林 今井

岐・ST 三・三菱化学 春日井 岩倉市卓球 1 2

入尾 高木 今飯田 丸山 3

犬山ｸﾗﾌﾞ 春日井 名古屋市 三・松阪第一
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シニア男子の部《Ｂ》
決勝トーナメント
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