
持田 木全 杉浦

ｻｸｾｽ 春日井 ｺｽﾓｽ 1-1
３

西脇 有村　 村瀬 鶴田 ０
３

春日井 久美ｸﾗﾌﾞ こだまｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ 2-1

市村 加藤 藤田 坂口 ３

明誠ｸﾗﾌﾞ MOMO 銀河ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 1-2
３

０

秋田 塚本 宮川 名口 １

幡山ｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ 明誠ﾄﾗｲ 春日井 3-1

浜田 長尾 田中 石田 ３

明誠ｸﾗﾌﾞ MOMO こだまｸﾗﾌﾞ 扶桑町 1-3 ３

磯村 東松 吉田 赤羽 ０
２

夕凪 山口ｸﾗﾌﾞ ｺｽﾓｽ こだまｸﾗﾌﾞ 2-2 ０

余郷 大竹 岡田 高橋

MOMO 明誠ｱﾚﾝｼﾞ こだまｸﾗﾌﾞ 菊友ｸﾗﾌﾞ 1-4 ０ ３

小川　 伊藤 中川 鬼頭 ３

犬山ｸﾗﾌﾞ 春日井 菊友ｸﾗﾌﾞ さなだｸﾗﾌﾞ 4-1

柴田 福田 河瀬 伊藤　 ３

明誠ﾄﾗｲ 幡山ｸﾗﾌﾞ MOMO こだまｸﾗﾌﾞ 1-5
３

中島 那須 浜田 森 ０
２

岐・各務原 金曜ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 明誠ﾄﾞﾘｰﾑ 2-3

鵜飼 森山 粟田 松本 ２

岐・土岐ｸ こだまｸﾗﾌﾞ 山口ｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ 1-6 ０ ３

大多和 川口 梶田 加藤 ３

神奈・逗子ｸ 明誠ｱﾚﾝｼﾞ 春日井 幡山ｸﾗﾌﾞ 3-2 ０

若原 南谷 大橋 鴨原

ｻﾝｸﾗﾌﾞ ｺｽﾓｽ 金曜ｸﾗﾌﾞ はづき 1-7
３

戸谷 加藤 加藤 佐藤 ０
２

津島ｼﾗｻｷﾞ 春日井 道泉ｸﾗﾌﾞ 明誠ｳﾞｨｸﾄﾘｰ 2-4 ３

内山 斎藤 渡辺 熊谷

明誠ﾋﾞｸﾄﾘｰ ｺｽﾓｽ 銀河ｸﾗﾌﾞ 幡山ｸﾗﾌﾞ 1-8
３

３

中田 植田 高柳 梶原 １ 優勝

蟹江ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 こだまｸﾗﾌﾞ MOMO 5-1 持田

市村 加藤 藤田 坂口 （サクセス）

明誠ｸﾗﾌﾞ MOMO 銀河ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 1-9 ３

秋田 塚本 宮川 名口 ０
３

幡山ｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ 明誠ﾄﾗｲ 春日井 2-5

若原 南谷 大橋 鴨原 ３

ｻﾝｸﾗﾌﾞ ｺｽﾓｽ 金曜ｸﾗﾌﾞ はづき 1-10 １ １

戸谷 加藤 加藤 佐藤 ３

津島ｼﾗｻｷﾞ 春日井 道泉ｸﾗﾌﾞ 明誠ｳﾞｨｸﾄﾘｰ 3-3

鵜飼 森山 粟田 松本 ３

岐・土岐ｸ こだまｸﾗﾌﾞ 山口ｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ 1-11 ３

大多和 川口 梶田 加藤 ２
３

神奈・逗子ｸ 明誠ｱﾚﾝｼﾞ 春日井 幡山ｸﾗﾌﾞ 2-6 ０

浜田 長尾 田中 石田

明誠ｸﾗﾌﾞ MOMO こだまｸﾗﾌﾞ 扶桑町 1-12 ３ ０

磯村 東松 吉田 赤羽 ２

夕凪 山口ｸﾗﾌﾞ ｺｽﾓｽ こだまｸﾗﾌﾞ 4-2 ０

余郷 大竹 岡田 高橋

MOMO 明誠ｱﾚﾝｼﾞ こだまｸﾗﾌﾞ 菊友ｸﾗﾌﾞ 1-13
３

小川　 伊藤 中川 鬼頭 １
０

犬山ｸﾗﾌﾞ 春日井 菊友ｸﾗﾌﾞ さなだｸﾗﾌﾞ 2-7

柴田 福田 河瀬 伊藤　 ２

明誠ﾄﾗｲ 幡山ｸﾗﾌﾞ MOMO こだまｸﾗﾌﾞ 1-14
２

３

中島 那須 浜田 森 ３

岐・各務原 金曜ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 明誠ﾄﾞﾘｰﾑ 3-4 ０

内山 斎藤 渡辺 熊谷

明誠ﾋﾞｸﾄﾘｰ ｺｽﾓｽ 銀河ｸﾗﾌﾞ 幡山ｸﾗﾌﾞ 1-15
３

中田 植田 高柳 梶原 １
１

蟹江ｸﾗﾌﾞ 三・菰野 こだまｸﾗﾌﾞ MOMO 2-8 ３

持田 木全 杉浦

ｻｸｾｽ 春日井 ｺｽﾓｽ 1-16
０

３

西脇 有村　 村瀬 鶴田 ３

春日井 久美ｸﾗﾌﾞ こだまｸﾗﾌﾞ 金曜ｸﾗﾌﾞ
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