
太田 井後 水野 加藤

岐・ﾌﾚｯｼｭ 県立岐阜商高 葉苅ｸﾗﾌﾞ Sheepop！ 2-1 1

吉田 川島 福沢 野村 3

岐・Ｚ団 1HEART 中部大学 大垣北高 1-1 3 3

鈴木 田中 児玉 水谷 0

岐・ﾌﾚｯｼｭ 中部大学 春日井 葉苅ｸﾗﾌﾞ 3-1

伏屋 大橋 棚田 真野 1

岐・Ｚ団 中部大学 RB-R 明誠ｱﾚﾝｼﾞ 1-2 1

星野 下田 太田 田中 3
3

椙山女学園 明誠ｸﾗﾌﾞ 県立岐阜商高 卓研苦楽部 2-2 0

藤田 松岡 伊藤 下吉

中部大学 愛知大学 県立岐阜商高 Sheepop！ 1-3 2 0

風岡 宮原 籾山 兼子 3 4-1

春日井 あすなろ会 明誠ｸﾗﾌﾞ 銀河ｸﾗﾌﾞ 0

山村 今枝 竹田 伊藤

中部大学 一宮南高 TAKUYA ﾀｲｶﾞｰｱｲ 2-3 0

林 二村 道明 笠木 1

岐・ﾌﾚｯｼｭ 春日井 明誠ﾄﾗｲ MOMO 1-4 0 3

間宮 水谷 片山 森 3

県立岐阜商高 岐・Ｚ団 春日井 岐・ST 3-2 3

足立 山内 長尾 松岡

愛知学院大学 守山東中 岐・Ｚ団 Sheepop！ 1-5 3

各務 甲野 三村 青木 0 1

岐・Ｚ団 高森台中学 中部大学 銀河ｸﾗﾌﾞ 2-4 3

本間 近藤 井戸 竹内 3 優勝

岐阜大学 中部大学 岐・東club つくしｸﾗﾌﾞ 5-1 星野

鈴木 田中 児玉 水谷 （椙山女学園）

岐・ﾌﾚｯｼｭ 中部大学 春日井 葉苅ｸﾗﾌﾞ 2-5 3

足立 山内 長尾 松岡 0

愛知学院大学 守山東中 岐・Ｚ団 Sheepop！ 1-6 2 0

間宮 水谷 片山 森 3

県立岐阜商高 岐・Ｚ団 春日井 岐・ST 3-3

各務 甲野 三村 青木 3

岐・Ｚ団 高森台中学 中部大学 銀河ｸﾗﾌﾞ 1-7 3

伏屋 大橋 棚田 真野 0 0

岐・Ｚ団 中部大学 RB-R 明誠ｱﾚﾝｼﾞ 2-6 3

星野 下田 太田 田中 3

椙山女学園 明誠ｸﾗﾌﾞ 県立岐阜商高 卓研苦楽部

藤田 松岡 伊藤 下吉 4-2 3

中部大学 愛知大学 県立岐阜商高 Sheepop！ 1-8 3

風岡 宮原 籾山 兼子 2 3

春日井 あすなろ会 明誠ｸﾗﾌﾞ 銀河ｸﾗﾌﾞ 2-7

山村 今枝 竹田 伊藤 3

中部大学 一宮南高 TAKUYA ﾀｲｶﾞｰｱｲ 1-9 3 0

林 二村 道明 笠木 1

岐・ﾌﾚｯｼｭ 春日井 明誠ﾄﾗｲ MOMO 3-4 2

本間 近藤 井戸 竹内

岐阜大学 中部大学 岐・東club つくしｸﾗﾌﾞ 1-10 3

太田 井後 水野 加藤 2 2

岐・ﾌﾚｯｼｭ 県立岐阜商高 葉苅ｸﾗﾌﾞ Sheepop！ 2-8 0

吉田 川島 福沢 野村 3

岐・Ｚ団 1HEART 中部大学 大垣北高

一般女子の部《Ｄ》
決勝トーナメント
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