
森（貴） 早野 平良 長尾 坂口 井上 今宮
明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・OP_STYLE 尾張ｸﾗﾌﾞ 2-1 3 32-17 岐・Ｚ団 ﾁｰﾑまつした 南山大学 春日井高校

相澤 兼松 村木 後藤（健） 3 3 山田 一ノ瀬（貴） 古川 牛田
本城ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 錦球 春日井 1-1 3

2 1
2 1-4 滋・彦卓会 春日井 西院ｸﾗﾌﾞ 中部大学

藤川 勝村 高橋　 山田 1
3-1 3-9 3 高木 近藤 小池 水野

明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 三菱電機 春日井高校 3 0 日進卓遊 錦球 岐・NTC 春日井高校

水野（晃） 秋山 西 安藤 大竹 峰田 福井 石井
春日井 岐阜大学 Monkey Mouse 金鯱 2-2 1

0 2
2 2-18 明誠ｸﾗﾌﾞ 川崎重工 西院ｸﾗﾌﾞ 中部大学

森 山口 伏屋 野辺地 3
4-1 4-5

3 原山 村上 大成 三浦
岐・ST 岐・東club ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井 3 3 春日井 東卓ｸﾗﾌﾞ 名古屋卓球11 Sheepop！

淵本 寺西 川西 鈴木（友） 七野 竹尾 山本 堀田
春日井 東卓ｸﾗﾌﾞ 西院ｸﾗﾌﾞ 光和 2-3 3 3 2-19 愛知大学 三菱電機 岐・東club 春日井東高校

加藤（真） 樋口　 中嶋 斎藤 0
3 0

0 花谷 和田 喜多 川瀬
佐屋ｸﾗﾌﾞ 岐阜大学 錦球 中部大学 3-2

1 3 3-10 西卓 卓研苦楽部 ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 中部大学

小川 高木 末武 廣瀬 富田 村上 疋田 森嶋
明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・東club ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井高校 2-4 1

1 3
0 2-20 春日井 TAKUYA ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ DREAMS

伊東 早瀬 山田 脇田 3
5-1 5-3

3 陳ヶ尾 沢田 宮地 武馬
1HEART 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 中部大学 春日井高校 3 2 愛友ｸﾗﾌﾞ 岐阜大学 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井工高

千賀 浅岡 野村 西川 円子 高羽 佐土根 小越
岐・Ｚ団 木曽川ｸﾗﾌﾞ 大垣北高 春日井工高 2-5 3 2-21 春日井 錦球 JPｸﾞﾘｰﾝ 那古野SOUL

道明 玉田 阿部 柴田 3 3
1 古川 徳田 満間 上村

菊友ｸﾗﾌﾞ 三菱電機 岐・東club 春日井東高校 3-3 3-11 岐・個人 卓研苦楽部 三河ｸﾗﾌﾞ 春日井

山田 斎藤 山田 山下 3 0 笹木 岡本 倉田 三島
南山大学 岐・Ｚ団 岐・東club 春日井 2-6 3

2 0
3 2-22 TENRYU 木曽川ｸﾗﾌﾞ 東卓ｸﾗﾌﾞ 春日井東高校

八木 芝川 仲本 白幡　 2 1 丹羽 坂口 角田 内藤
佐織ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 春日井 4-2

1 0 4-6 TENRYU 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 岩倉市卓球 中部大学

五十嵐 末永 寺本 長谷川（健） 横井 渡辺 藤田 片桐
三菱電機 中部大学 村中ｸﾗﾌﾞ 春日井 2-7 3 3 2-23 TAKUYA 中部大学 岐・東club OTTC

村瀬 伊藤 青木 小川 1
3 3

0 小嶋 冨永 伊藤 白井
岐・Ｚ団 瑞穂ｸﾗﾌﾞ ｶﾞｲﾗﾙﾃﾞｨｱ 春日井東高校 3-4

0 3
3-12 春日井 1HEART 岐阜大学 やま

野村 松浦（卓） 伊藤 小池 比嘉 高橋 高木 西村
岐・Ｚ団 中部大学 錦球 打越ｸﾗﾌﾞ 2-8 0

1 2
3 2-24 東卓ｸﾗﾌﾞ 岐・OP_STYLE 中部大学 春日井工高

西脇 内野 山本 角田 3 1 田中 浅香 水野 江澤
南山大学 錦球 美和ｸﾗﾌﾞ 春日井高校 6-1 3 0 6-2 本城ｸﾗﾌﾞ 美和ｸﾗﾌﾞ 岐・NTC 春日井高校

伊藤（俊） 加藤 神戸 近藤（秀） 7-1 石川 外野 青木 星月
春日井 卓研苦楽部 三河ｸﾗﾌﾞ 江南TTC 2-9 0 3 2-25 岐阜大学 木曽川ｸﾗﾌﾞ 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井

舘 丹羽 井上 岩見 3 3 2 花見 中川 岡崎 長谷川
Sheepop！ 岐・ST 中部大学 名友卓球ｸﾗﾌﾞ 1-2 3

3
3-13 本城ｸﾗﾌﾞ 春日井 ﾁｰﾑまつした 高橋TTC

杜 丹羽 森田 浦野　 0
3-5 2 鍋城 木村 木戸 伊藤（龍）

TENRYU 南山大学 中部大学 春日井 2
0

2-26 HIRO 岐阜大学 ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ 春日井

有賀 下川 鈴置 岡本 田辺　 水嶋 筧 瀬川
岐・八百津 五色園ｸﾗﾌﾞ 中部大学 春日井 2-100

1 4-7 福・BOOST DREAMS 菊友ｸﾗﾌﾞ 中部大学

佐々木 平塚 伊藤 日下部 3
4-3 3 一ノ瀬(智） 吉田　 出口 加藤

ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 錦球 中部大学 春日井 3 3 2-27 南山大学 岐・Ｚ団 ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ 春日井

外山 柿市 渡邉 松本 3
0 長谷川（憲） 竹田 広瀬 岡本

TAKUYA 南山大学 小牧市 五色園ｸﾗﾌﾞ 2-110 3
3-14 春日井 TAKUYA 岐・OP_STYLE 中部大学

吉田　 中村 竹中 粟野 3
3 鉾立 荒川 杉本 梅田

津島ｸﾗﾌﾞ 西院ｸﾗﾌﾞ 大垣東高 中部大学 3-6
3 0 1 2-28 尾張ｸﾗﾌﾞ 名・市役所 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井東高校

吉満 林 水野 加藤 3 小嶋 星野 太田 本多
南山大学 岐・Ｚ団 美和ｸﾗﾌﾞ 春日井工高 2-123

1 犬山ｸﾗﾌﾞ 津島ｸﾗﾌﾞ ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ 春日井

岸本　 中村 丸山 菅原 2 3 5-4 江東 水野 横川 渡部
岐・Ｚ団 岐阜大学 ﾁｰﾑまつした 春日井東高校 5-2

1
3 2-29 春日井 岐・Ｚ団 三河ｸﾗﾌﾞ ｳｲｰﾄﾞ

三田村 神戸 加藤 滝谷 3 0 山下 安藤 西尾 加藤
本城ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 中部大学 春日井 2-13 3 3-15 中部大学 ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 岐・NTC 春日井高校

大村 田中 佐橋（辰） 水野（裕） 0
3 3 近藤 傍島 天野 稲垣

錦球 岐・Ｚ団 岐・東club 春日井 3-7
1

3 2-30 明誠ｱｽﾘｰﾄ 岐・Ｚ団 中部大学 金鯱

新谷 榊原 福原 戸崎 3
0 阿部 佐橋（省） 松下 高井

岐阜大学 錦球 ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 春日井 2-14 3
1 HI-ROWS 岐・東club 中部大学 春日井

岸添 竹村 里中 枡田 2 2 4-8 塚本 林 佐藤 中村
春日井 HAYASHI ﾐｽﾘｰｽﾞ 春日井 3 2-31 春日井 卓研苦楽部 明誠ｱｽﾘｰﾄ 北名古屋市

嘉屋 横井 杉浦(智） 太田 4-4
0 0 2 大塩 澤田 雙松 近藤

三・ｸﾞﾚﾝﾂｴ 錦球 中部大学 Sheepop！ 2-15 1 南山大学 錦球 岐・OP_STYLE 春日井高校

西原 津守 田原 牧野 3 1 1
3-16 宮川 杉山 佐藤 足立

春日井 名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 南山大学 北名古屋市 1 1-5 DREAMS 春日井高校 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井

浅井 中村 加藤 近藤（南） 3-8
0

0
3 宿里 松浦（亮） 山岸 大谷

名・市役所 卓研苦楽部 ﾐｽﾘｰｽﾞ 江南TTC 1-3 1 0 3 3
2-32 ｳｲｰﾄﾞ 中部大学 JPｸﾞﾘｰﾝ 阿田和中

薮内 山中　 川嶋 羽澄　 3
0

3 森（晋） 鈴木 松山 森本　
南山大学 岐・ST ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井 2-16

3 明誠ｸﾗﾌﾞ 中部大学 錦球 春日井東高校

長岡 竹内 麦島 木倉 3

津島ｸﾗﾌﾞ 岐・Ｚ団 ZERO 春日井

一般男子の部《Ａ》
決勝トーナメント No.1

1-1 5-1

2-2 38-2

3-2 39-2

65-1 69-1

64-1 60-1

33-1 37-1

6-2 42-2

7-2 43-2

32-1 28-1

17-1 21-1

10-2 46-2

11-2 47-2

48-1 44-1

49-1 53-1

14-2 50-2

15-2 51-2
森（貴）

（明誠ｸﾗﾌﾞ）

16-1

1/1

12-1

9-1 13-1

18-2 54-2

19-2 55-2

22-2 52-1

56-1 45-1

41-1 58-2

23-2 59-2

26-2 20-1

24-1 29-1

25-1 62-2

27-2 63-2

30-2 36-1

40-1 61-1

57-1 68-1

31-2 66-2
杜

（TENRYU）

67-2

35-2 4-1
1/1 1/2

8-1

34-2
優勝

森（貴）

（明誠ｸﾗﾌﾞ）

杜

（TENRYU）



藤川 勝村 高橋　 山田 小川 高木 末武 廣瀬
明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 三菱電機 春日井高校 2-33 0 3 2-49 明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・東club ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井高校

大竹 峰田 福井 石井 3 3 阿部 佐橋（省） 松下 高井
明誠ｸﾗﾌﾞ 川崎重工 西院ｸﾗﾌﾞ 中部大学 1-6 3 3 1 0 1-8 HI-ROWS 岐・東club 中部大学 春日井

大塩 澤田 雙松 近藤 2 3-17 3-25 3 淵本 寺西 川西 鈴木（友）

南山大学 錦球 岐・OP_STYLE 春日井高校 3 3 春日井 東卓ｸﾗﾌﾞ 西院ｸﾗﾌﾞ 光和

宿里 松浦（亮） 山岸 大谷 伊東 早瀬 山田 脇田
ｳｲｰﾄﾞ 中部大学 JPｸﾞﾘｰﾝ 阿田和中 2-34 3 0 0 2-50 1HEART 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 中部大学 春日井高校

山下 安藤 西尾 加藤 2 4-9 4-13 3 長谷川（憲） 竹田 広瀬 岡本
中部大学 ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 岐・NTC 春日井高校 0 3 春日井 TAKUYA 岐・OP_STYLE 中部大学

薮内 山中　 川嶋 羽澄　 高木 近藤 小池 水野
南山大学 岐・ST ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井 2-35 3 3 2-51 日進卓遊 錦球 岐・NTC 春日井高校

水野（晃） 秋山 西 安藤 1
2 2

0 江東 水野 横川 渡部
春日井 岐阜大学 Monkey Mouse 金鯱 3-18 0 1 3-26 春日井 岐・Ｚ団 三河ｸﾗﾌﾞ ｳｲｰﾄﾞ

森 山口 伏屋 野辺地 陳ヶ尾 沢田 宮地 武馬
岐・ST 岐・東club ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井 2-36 1 3 3 0 2-52 愛友ｸﾗﾌﾞ 岐阜大学 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井工高

新谷 榊原 福原 戸崎 3 5-5 3 吉満 林 水野 加藤
岐阜大学 錦球 ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 春日井 3 5-7 南山大学 岐・Ｚ団 美和ｸﾗﾌﾞ 春日井工高

杜 丹羽 森田 浦野　 2 吉田　 中村 竹中 粟野
TENRYU 南山大学 中部大学 春日井 2-37 3 3 2-53 津島ｸﾗﾌﾞ 西院ｸﾗﾌﾞ 大垣東高 中部大学

塚本 林 佐藤 中村 0
3 1

0 三田村 神戸 加藤 滝谷
春日井 卓研苦楽部 明誠ｱｽﾘｰﾄ 北名古屋市 3-19 3-27 本城ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 中部大学 春日井

原山 村上 大成 三浦 3 0 岸本　 中村 丸山 菅原
春日井 東卓ｸﾗﾌﾞ 名古屋卓球11 Sheepop！ 2-38 3 0 3 3 2-54 岐・Ｚ団 岐阜大学 ﾁｰﾑまつした 春日井東高校

古川 徳田 満間 上村 0 0 花谷 和田 喜多 川瀬
岐・個人 卓研苦楽部 三河ｸﾗﾌﾞ 春日井 4-10 3 西卓 卓研苦楽部 ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 中部大学

比嘉 高橋 高木 西村 2 4-14 鍋城 木村 木戸 伊藤（龍）

東卓ｸﾗﾌﾞ 岐・OP_STYLE 中部大学 春日井工高 2-39 2 0 2-55 HIRO 岐阜大学 ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ 春日井

嘉屋 横井 杉浦(智） 太田 3 0 0 3 円子 高羽 佐土根 小越
三・ｸﾞﾚﾝﾂｴ 錦球 中部大学 Sheepop！ 3-20 0 春日井 錦球 JPｸﾞﾘｰﾝ 那古野SOUL

佐々木 平塚 伊藤 日下部 3 3-28 小嶋 星野 太田 本多
ｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ 錦球 中部大学 春日井 2-40 1 3 3 1-9 犬山ｸﾗﾌﾞ 津島ｸﾗﾌﾞ ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ 春日井

村瀬 伊藤 青木 小川 3
1

2 千賀 浅岡 野村 西川
岐・Ｚ団 瑞穂ｸﾗﾌﾞ ｶﾞｲﾗﾙﾃﾞｨｱ 春日井東高校 6-3 3 1 6-4 3 2-56 岐・Ｚ団 木曽川ｸﾗﾌﾞ 大垣北高 春日井工高

山田 斎藤 山田 山下 7-2
3 道明 玉田 阿部 柴田

南山大学 岐・Ｚ団 岐・東club 春日井 2-41 0 菊友ｸﾗﾌﾞ 三菱電機 岐・東club 春日井東高校

横井 渡辺 藤田 片桐 3 3 野村 松浦（卓） 伊藤 小池
TAKUYA 中部大学 岐・東club OTTC 3-21 3 2-57 岐・Ｚ団 中部大学 錦球 打越ｸﾗﾌﾞ

田辺　 水嶋 筧 瀬川 0 1 0 西脇 内野 山本 角田
福・BOOST DREAMS 菊友ｸﾗﾌﾞ 中部大学 2-42 3 0 3-29 南山大学 錦球 美和ｸﾗﾌﾞ 春日井高校

花見 中川 岡崎 長谷川 1
1 石川 外野 青木 星月

本城ｸﾗﾌﾞ 春日井 ﾁｰﾑまつした 高橋TTC 4-11 3 1 2-58 岐阜大学 木曽川ｸﾗﾌﾞ 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井

富田 村上 疋田 森嶋 1 3 小嶋 冨永 伊藤 白井
春日井 TAKUYA ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ DREAMS 2-43 3 4-15 春日井 1HEART 岐阜大学 やま

五十嵐 末永 寺本 長谷川（健） 1 3 3 笹木 岡本 倉田 三島
三菱電機 中部大学 村中ｸﾗﾌﾞ 春日井 3-22 3 3 2-59 TENRYU 木曽川ｸﾗﾌﾞ 東卓ｸﾗﾌﾞ 春日井東高校

八木 芝川 仲本 白幡　 1
0 田中 浅香 水野 江澤

佐織ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 春日井 2-44 0 1 3 3-30 本城ｸﾗﾌﾞ 美和ｸﾗﾌﾞ 岐・NTC 春日井高校

有賀 下川 鈴置 岡本 3 伊藤（俊） 加藤 神戸 近藤（秀）

岐・八百津 五色園ｸﾗﾌﾞ 中部大学 春日井 3 0 2-60 春日井 卓研苦楽部 三河ｸﾗﾌﾞ 江南TTC

大村 田中 佐橋（辰） 水野（裕） 5-6 0 3 舘 丹羽 井上 岩見
錦球 岐・Ｚ団 岐・東club 春日井 2-45 0 Sheepop！ 岐・ST 中部大学 名友卓球ｸﾗﾌﾞ

一ノ瀬(智） 吉田　 出口 加藤 3
3 3 5-8 西原 津守 田原 牧野

南山大学 岐・Ｚ団 ｵｰｸﾏｸﾗﾌﾞ 春日井 3-23 2-61 春日井 名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 南山大学 北名古屋市

丹羽 坂口 角田 内藤 3 長岡 竹内 麦島 木倉
TENRYU 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 岩倉市卓球 中部大学 2-46 1

0 3-31 津島ｸﾗﾌﾞ 岐・Ｚ団 ZERO 春日井

山田 一ノ瀬（貴） 古川 牛田 3 0 長尾 坂口 井上 今宮
滋・彦卓会 春日井 西院ｸﾗﾌﾞ 中部大学 1 3 2-62 岐・Ｚ団 ﾁｰﾑまつした 南山大学 春日井高校

鉾立 荒川 杉本 梅田 4-12 3
2 浅井 中村 加藤 近藤（南）

尾張ｸﾗﾌﾞ 名・市役所 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井東高校 2-47 3 名・市役所 卓研苦楽部 ﾐｽﾘｰｽﾞ 江南TTC

外山 柿市 渡邉 松本 2
1 2 4-16 近藤 傍島 天野 稲垣

TAKUYA 南山大学 小牧市 五色園ｸﾗﾌﾞ 1 2-63 明誠ｱｽﾘｰﾄ 岐・Ｚ団 中部大学 金鯱

岸添 竹村 里中 枡田 3-24 0 3 宮川 杉山 佐藤 足立
春日井 HAYASHI ﾐｽﾘｰｽﾞ 春日井 1-7 3 DREAMS 春日井高校 ｱｯﾄﾎｰﾑ 春日井

七野 竹尾 山本 堀田 1
0 3 3-32 森（晋） 鈴木 松山 森本　

愛知大学 三菱電機 岐・東club 春日井東高校 2-48 3
3 1-10 明誠ｸﾗﾌﾞ 中部大学 錦球 春日井東高校

加藤（真） 樋口　 中嶋 斎藤 3 1 1 森（貴） 早野 平良
佐屋ｸﾗﾌﾞ 岐阜大学 錦球 中部大学 3 2-64 明誠ｸﾗﾌﾞ 岐・OP_STYLE 尾張ｸﾗﾌﾞ

3 相澤 兼松 村木 後藤（健）

本城ｸﾗﾌﾞ 岐・東club 錦球 春日井

一般男子の部《Ａ》
決勝トーナメント No.2

3-1 7-1

69-2 36-2

68-2 33-2

67-1 32-2

62-1 58-1

35-1 39-1

65-2 29-2

64-2 28-2

30-1 26-1

19-1 23-1

61-2 25-2

60-2 24-2

46-1 42-1

51-1 55-1

57-2 21-2

56-2 20-2
杜

（TENRYU）

14-1
1/2

17-2

11-1 10-1

53-2 15-1

52-2 16-2

54-1 13-2

43-1 50-1

49-2 47-1

48-2 12-2

22-1 9-2

27-1 18-1

45-2 31-1

44-2 8-2

38-1 5-2

59-1 34-1

41-2 63-1

40-2 66-1

2-1

37-2 4-2

6-1 1-2


