
長江 遠矢 伊藤
春日井 岐・ｸﾗﾌﾞ緑 愛知・個人 2-1 3

大橋 安藤 増田 下田 3

明誠ｱｽﾘｰﾄ 岐・土岐ｸ 三・Egg 春日井 1-1 3 0

岩永 国分 高田 加藤 0 3-1

扇卓球ﾊﾟｰｸ 三・松阪卓協 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井 3

板垣 桑原 伊藤 富永
翔卓会 JRﾏｽﾀｰｽﾞ 山口ｸﾗﾌﾞ 春日井 2-2 3 0

金子 田中 佐藤 梶原 0 4-1

ｳｲｰﾄﾞ 三・松阪卓協 春日井 MOMO 3

緒方 伊藤　 安藤 桜井
三河ｸﾗﾌﾞ 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 春日井 陽卓会YG 2-3 3

竹中 篠平　 冨田 木村 2 3

明誠ｱｽﾘｰﾄ 本城ﾏｽﾀｰｽﾞ 春日井 ALWAYS2012 3-2 0

加藤 中出　 井澤 渡部
日本ｶﾞｲｼ 福・ﾍﾞﾃﾗﾝ会 岐・多治見ｸ 三・中部電力 2-4 3 1

高橋 黒坂 四ツ塚 野田　 2

菊友ｸﾗﾌﾞ HAYASHI 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井 5-1

鈴木 村松 伊藤 犬飼 1

神奈・逗子ｸ JR東海 春日井 西春ｸﾗﾌﾞ 2-5 2

中村 小田 伊藤（寛） 藤田 3 2

春日井 津島ｸﾗﾌﾞ 幡山ｸﾗﾌﾞ 卓研ｸﾗﾌﾞ 3-3

岡本 佐々木 高村 高羽 1

春日井 福・ﾍﾞﾃﾗﾝ会 愛知・個人 西春ｸﾗﾌﾞ 2-6 3 3

杉野 岩堀 桜井 吉田 1

名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 福・T3 春日井 ALWAYS2012

中村 武田 田中 長尾　 4-2 1

三・松阪卓協 尾張旭市 明誠ｱｽﾘｰﾄ 春日井 2-7 3

宮嶋 大多和 佐藤 宮嶋 1 0

岐・多治見ｸ 神奈・逗子ｸ 扶桑町 春日井

内山 津島 渋谷　 福岡 3-4 3

幡山ｸﾗﾌﾞ 神奈・逗子ｸ ｱｯﾄﾎｰﾑ 岐・ｸﾗﾌﾞ緑 1-2 0

竹田 山部 小林 高須 3 3

AFｸﾗﾌﾞ ｳｲｰﾄﾞ 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井 2-8 3

山下 塚本 海藤 松尾 0 優勝
明誠ｱｽﾘｰﾄ 佐屋ｸﾗﾌﾞ 岐・可児 ﾄﾙﾈｰﾄﾞ 6-1 小田
岩永 国分 高田 加藤 （津島ｸﾗﾌﾞ）

扇卓球ﾊﾟｰｸ 三・松阪卓協 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井 2-9 3

板垣 桑原 伊藤 富永 3

翔卓会 JRﾏｽﾀｰｽﾞ 山口ｸﾗﾌﾞ 春日井 1-3 0 1

金子 田中 佐藤 梶原 3 3-5

ｳｲｰﾄﾞ 三・松阪卓協 春日井 MOMO 0

中村 武田 田中 長尾　
三・松阪卓協 尾張旭市 明誠ｱｽﾘｰﾄ 春日井 2-10 2 1

宮嶋 大多和 佐藤 宮嶋 3 4-3

岐・多治見ｸ 神奈・逗子ｸ 扶桑町 春日井 0

岡本 佐々木 高村 高羽
春日井 福・ﾍﾞﾃﾗﾝ会 愛知・個人 西春ｸﾗﾌﾞ 2-11 3

杉野 岩堀 桜井 吉田 0 3

名・ﾏｽﾀｰｽﾞ 福・T3 春日井 ALWAYS2012 3-6 3

緒方 伊藤　 安藤 桜井
三河ｸﾗﾌﾞ 本城ﾌｪﾆｯｸｽ 春日井 陽卓会YG 2-12 1 1

竹中 篠平　 冨田 木村 3

明誠ｱｽﾘｰﾄ 本城ﾏｽﾀｰｽﾞ 春日井 ALWAYS2012 5-2 3

加藤 中出　 井澤 渡部
日本ｶﾞｲｼ 福・ﾍﾞﾃﾗﾝ会 岐・多治見ｸ 三・中部電力 2-13 3

高橋 黒坂 四ツ塚 野田　 0 0

菊友ｸﾗﾌﾞ HAYASHI 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井 3-7

鈴木 村松 伊藤 犬飼 3

神奈・逗子ｸ JR東海 春日井 西春ｸﾗﾌﾞ 2-14 2 3

中村 小田 伊藤（寛） 藤田 3

春日井 津島ｸﾗﾌﾞ 幡山ｸﾗﾌﾞ 卓研ｸﾗﾌﾞ

内山 津島 渋谷　 福岡 4-4 3

幡山ｸﾗﾌﾞ 神奈・逗子ｸ ｱｯﾄﾎｰﾑ 岐・ｸﾗﾌﾞ緑 2-15 3

竹田 山部 小林 高須 0 3

AFｸﾗﾌﾞ ｳｲｰﾄﾞ 尾張ｸﾗﾌﾞ 春日井

山下 塚本 海藤 松尾 3-8 2

明誠ｱｽﾘｰﾄ 佐屋ｸﾗﾌﾞ 岐・可児 ﾄﾙﾈｰﾄﾞ 1-4 3

長江 遠矢 伊藤 0 2

春日井 岐・ｸﾗﾌﾞ緑 愛知・個人 2-16 0

大橋 安藤 増田 下田 3

明誠ｱｽﾘｰﾄ 岐・土岐ｸ 三・Egg 春日井

ベテラン男子の部《Ｃ》
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