
決 おおくぼ わしお たかはし おかの でき なかむら ちぇん 予選 決

大久保 鷲尾 高橋 岡野 出来 中村 陳
三菱重工名古屋 東卓クラブ 名城大学 2-1 3 3 2-9 岐阜・関商工 東卓クラブ 名城大学 三菱電機名古屋

かたやま たなか ほんだ いとう 3 1 かわぐち くさかべ さとなか えんどう

片山 田中 本田 井藤 河口 日下部 里中 遠藤
Grenze四日市 岐阜・JOKER CTTS 法卓会東海支部 1-1 3 0 1 1 1-13 名王クラブ 木曽川クラブ ミスリーズ 法卓会東海支部

やまだしょうへい いとう わたせ いしだ あいざわ よしだ はせがわ かわむら

山田将平 伊東 渡瀬 石田 1 3 相澤 吉田 長谷川 河村
春日井 DREAMS.2nd オークマクラブ 三菱電機名古屋 3-1 3-5 本城クラブ 津島クラブ CTTS 高橋TTC

わたなべ かめい まきた うるしはら 3 3 はなみ はらしな みしお むらまつ

渡辺 亀井 牧田 漆原 花見 原科 三塩 村松
弥富クラブ 岐阜・亀井チャレンジ 名古屋大 法卓会東海支部 1-2 3 3 1-14 水曜日のT3 人生詰んだ組 オークマクラブ 静岡・木曜クラブ

さかい たかはし たまこし たけうちちうね 3 1 ひぐち はら やまもと いまい

酒井 高橋 玉腰 竹内千畝 0 0 樋口 原 山本 今井
中部大学 尾張クラブFP うさちゃん YAMATO 2-2 0 3 2-10 春日井 本城フェニックス 名城大学 HI-ROWS

むらき なかつか たなかゆうせい なかがわ はっとり わたなべ やすだ いけだ

村木 中塚 田中佑正 中川 服部 渡辺 安田 池田
Sheepop!! 愛卓会 名城大学 岐阜・KANI 1-3 3 1 3 0 1-15 岐阜・関商工 岐阜・亀井チャレンジ 岐阜・多治見クラブ うさちゃん

たかむら さとう かたやま さとう あさくら こんだ はっとり やまもと

高村 佐藤 片山 佐藤 0 3 朝倉 近田 服部 山本
水曜日のT3 Grenze四日市 春日井工高 高橋SC 4-1 4-3 津島クラブ 三重・RISE 春日井 サタデークラブ

みずの あべ くぼた たけうちりょうの 3 にしわき たちばな みずの おだ

水野 阿部 久保田 竹内陵乃 西脇 立花 水野 小田
TAKUYA DREAMS.2nd CTTS YAMATO 1-4 1 1-16 錦玉 名王クラブ CTTS YAMATO

みなみたに くぜ さこ 0 かとう なりた いなば しおや

南谷 久世 迫 3 加藤 成田 稲葉 塩谷
岐阜・関商工職員 水曜日のT3 CTTS 2-3 2-11 錦玉 中部大学 三菱電機名古屋 陽卓会

まるやま さの さいとう すずき 3 えびすや まつき ないとう おごし

丸山 佐野 齋藤 鈴木 蛭子谷 松木 内藤 小越
TAKUYA 岐阜・亀井チャレンジ Ｄx３ 陽卓会 1-5 0 3 1-17 春日井工高 DREAMS.2nd Ｄx３ サンワT.T.C

たいらけんじ なりた ほりばた といだ ながお まとば かわい ふるかわ

平賢治 成田 堀端 樋田 3 長尾 的場 河井 古川
Sheepop!! 錦玉 名城大学 HI-ROWS 3-2 0 2 3-6 岐阜・JOKER 木曽川クラブ 名城大学 (株)明治

ほさか こまつ すえたけ とね すぎうら やまもと さとう さわだ

保坂 小松 末武 刀根 杉浦 山本 佐藤 澤田
本城クラブ 中部大学 春日井 陽卓会 1-6 3 1-18 中部大学 岐阜・亀井チャレンジ bianco 法卓会東海支部

たなか すずきのりのぶ たなかこうだい すぎもと みずの ふじおか あんどう わかお

田中 鈴木憲伸 田中皓大 杉本 0 水野 藤岡 安藤 若尾
１HEART 錦玉 名城大学 bianco 2-4 2 2-12 岐阜・JOKER 水曜日のT3 名城大学 (株)明治

まつだ ふるかわ さとうあきとし さとう ひらつか いしい おおもり やまだ

松田 古川 佐藤彰俊 佐藤 平塚 石井 大森 山田
HIRO 岐阜・関商工 うさちゃん ガイラシグマ 5-1 3 2 5-2 YNS卓球スクール 岐阜・関商工 春日井工高 五色園クラブ

おかだ もり おかだ すぎもと うら いそだ あんどう すがはら

岡田 森 岡田 杉本 浦 礒田 安藤 菅原
中部大学 岐阜・JOKER YAMATO 高橋TTC 2-5 2-13 本城クラブ 瀬戸市卓球協会 名城大薬学卓球部 三菱電機名古屋

たいらなおと すぎもと いわね まつもと やまだ ひらいわ かしわぎ いまい

平直人 杉本 岩根 松本 山田 平岩 柏木 今井
Sheepop!! 高浜メイク 名城大学 五色園クラブ 1-7 1-19 TAKUYA 錦玉 春日井 人生詰んだ組

くぼた かみや うちだ いが たいらゆうき わだたくや きむら きまた

久保田 神谷 打田 伊賀 平悠樹 和田卓也 木村 木全
津島クラブ 水曜日のT3 名城大学 (株)明治 3-3 3-7 Sheepop!! 津島クラブ 南プラ特連 一宮市役所

しらい あおやま たかやま てらだ 3 1 やまだゆうき いちかわ くらち こざかい

白井 青山 髙山 寺田 山田悠貴 市川 倉知 小坂井
犬山クラブ 日本特殊陶業(株) 春日井 高浜メイク 1-8 1-20 春日井 DREAMS.2nd CTTS ADS－AC

こんどう やまわき たなか さとうゆうき おおざわ えのもと いまいずみ さはし

近藤 山脇 田中 佐藤佑樹 大澤 榎本 今泉 佐橋
岐阜・関商工 岐阜・亀井チャレンジ CTTS うさちゃん 2-6 2-14 日本特殊陶業(株) DREAMS 滝ノ水 YAMATO

いちのせ りゅう ひび おかもと いしかわ べっしょ おかもと

一ノ瀬 劉 日比 岡本 石川 別所 岡本
春日井 静岡・スズキ YAMATO 人生詰んだ組 1-9 1-21 水曜日のT3 三重・RISE 名城大学

ながた いがらし まつした いぬずか みやがわ ささき まつだ とみずみ

永田 五十嵐 松下 犬塚 宮川 佐々木 松田 富住
岐阜・関商工 三菱電機名古屋 Ｄx３ CTTS 4-2 0 4-4 DREAMS 岐阜・関商工 名城大学 うさちゃん

いとう さとね ふじした いわぐち よしみつ みやたけ とだ いえき

伊藤 佐土根 藤下 岩口 吉満 宮武 戸田 家城
春日井 錦玉 名城大学 美和クラブ 1-10 3 3 1-22 TAKUYA 中部大学 日進ウエスト (株)明治

おおしま すずきせいいち なかもと たかぎ 3 1 かみお きど とざき はない

大島 鈴木精一 中本 高木 0 0 神尾 木戸 戸崎 花井
津島クラブ 錦玉 名城大学 ウッディサンタ 2-7 2-15 岐阜・卓球Dash オークマクラブ 春日井 アールグレイ

こじま ふじた いまえだ おぜき 3 0 かとう うちむら かとう まつだ

小嶋 藤田 今枝 小関 加藤 内村 加藤 松田
犬山クラブ 水曜日のT3 名城大学 (株)明治 1-11 0 0 3 3 1-23 チタマリンクラブ 岐阜・関商工 CTTS 一宮市役所

しばの かとう うつの もりた まつい やまざき あらき かとう

柴野 加藤 宇津野 森田 3 0 松井 山崎 荒木 加藤
岐阜・卓球Dash 中部大学 オークマクラブ 人生詰んだ組 3-4 0 3 3-8 日本特殊陶業(株) 錦玉 岐阜・フレッシュクラブ ミスリーズ

いとう すぎた なりた ひろせ たち わだよしゆき いさし みぞぐち

伊藤 杉田 成田 廣瀬 舘 和田芳行 井指 溝口
本城クラブ 名王クラブ 春日井工高 東卓クラブ 1-12 0 3 1-24 Sheepop!! 津島クラブ 名城大学 (株)明治

やの おかだ さかい みやざき 1 0 おおしま おくむら あそう みわ

矢野 岡田 酒井 宮﨑 3 2 大島 奥村 麻生 三輪
中部大学 日本特殊陶業(株) 名古屋大 ガイラ 2-8 2 3 2-16 中部大学 サタデークラブ YNS卓球スクール 三菱電機名古屋

こんどう まぶち ののむら こばやし みつえだ むらかみ やました うの

近藤 馬淵 野々村 小林 3 3 0 3 三枝 村上 山下 宇野
水曜日のT3 ガイラ 春日井工高 team.HIDARITE 明誠アスリート 水曜日のT3 Ｄx３ 名城大学
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予選 決 いしかわ べっしょ おかもと いちのせ りゅう ひび おかもと 予選 決

石川 別所 岡本 一ノ瀬 劉 日比 岡本
水曜日のT3 三重・RISE 名城大学 2-17 3 2-25 春日井 静岡・スズキ YAMATO 人生詰んだ組

やまだゆうき いちかわ くらち こざかい 3 2 しらい あおやま たかやま てらだ

山田悠貴 市川 倉知 小坂井 白井 青山 髙山 寺田
春日井 DREAMS.2nd CTTS ADS－AC 1-25 2 0 3 0 1-37 犬山クラブ 日本特殊陶業(株) 春日井 高浜メイク

たいらゆうき わだたくや きむら きまた くぼた かみや うちだ いが

平悠樹 和田卓也 木村 木全 3 3 久保田 神谷 打田 伊賀
Sheepop!! 津島クラブ 南プラ特連 一宮市役所 3-9 3-13 津島クラブ 水曜日のT3 名城大学 (株)明治

やまだ ひらいわ かしわぎ いまい 3 3 たいらなおと すぎもと いわね まつもと

山田 平岩 柏木 今井 平直人 杉本 岩根 松本
TAKUYA 錦玉 春日井 人生詰んだ組 1-26 1 2 1 1-38 Sheepop!! 高浜メイク 名城大学 五色園クラブ

みやがわ ささき まつだ とみずみ 1 ながた いがらし まつした いぬずか

宮川 佐々木 松田 富住 3 3 永田 五十嵐 松下 犬塚
DREAMS 岐阜・関商工 名城大学 うさちゃん 2-18 1 3 2-26 岐阜・関商工 三菱電機名古屋 Ｄx３ CTTS

うら いそだ あんどう すがはら おかだ もり おかだ すぎもと

浦 礒田 安藤 菅原 岡田 森 岡田 杉本
本城クラブ 瀬戸市卓球協会 名城大薬学卓球部 三菱電機名古屋1-27 0 3 3 1 1-39 中部大学 岐阜・JOKER YAMATO 高橋TTC

おおざわ えのもと いまいずみ さはし こんどう やまわき たなか さとうゆうき

大澤 榎本 今泉 佐橋 3 3 近藤 山脇 田中 佐藤佑樹
日本特殊陶業(株) DREAMS 滝ノ水 YAMATO 4-5 4-7 岐阜・関商工 岐阜・亀井チャレンジ CTTS うさちゃん

かとう うちむら かとう まつだ 0 3 こじま ふじた いまえだ おぜき

加藤 内村 加藤 松田 小嶋 藤田 今枝 小関
チタマリンクラブ 岐阜・関商工 CTTS 一宮市役所 1-28 3 3 1-40 犬山クラブ 水曜日のT3 名城大学 (株)明治

みつえだ むらかみ やました うの 1 3 こんどう まぶち ののむら こばやし

三枝 村上 山下 宇野 0 0 近藤 馬淵 野々村 小林
明誠アスリート 水曜日のT3 Ｄx３ 名城大学 2-19 2-27 水曜日のT3 ガイラ 春日井工高 team.HIDARITE

よしみつ みやたけ とだ いえき 3 いとう さとね ふじした いわぐち

吉満 宮武 戸田 家城 伊藤 佐土根 藤下 岩口
TAKUYA 中部大学 日進ウエスト (株)明治 1-29 3 3 1 2 1-41 春日井 錦玉 名城大学 美和クラブ

おおしま おくむら あそう みわ やの おかだ さかい みやざき

大島 奥村 麻生 三輪 2 3 矢野 岡田 酒井 宮﨑
中部大学 サタデークラブ YNS卓球スクール 三菱電機名古屋 3-10 0 2 3-14 中部大学 日本特殊陶業(株) 名古屋大 ガイラ

たち わだよしゆき いさし みぞぐち いとう すぎた なりた ひろせ

舘 和田芳行 井指 溝口 伊藤 杉田 成田 廣瀬
Sheepop!! 津島クラブ 名城大学 (株)明治 1-30 3 3 1-42 本城クラブ 名王クラブ 春日井工高 東卓クラブ

まつい やまざき あらき かとう 2 しばの かとう うつの もりた

松井 山崎 荒木 加藤 0 0 柴野 加藤 宇津野 森田
日本特殊陶業(株) 錦玉 岐阜・フレッシュクラブ ミスリーズ 2-20 2-28 岐阜・卓球Dash 中部大学 オークマクラブ 人生詰んだ組

かみお きど とざき はない おおしま すずきせいいち なかもと たかぎ

神尾 木戸 戸崎 花井 3 3 大島 鈴木精一 中本 高木
岐阜・卓球Dash オークマクラブ 春日井 アールグレイ 5-3 5-4 津島クラブ 錦玉 名城大学 ウッディサンタ

はっとり わたなべ やすだ いけだ むらき なかつか たなかゆうせい なかがわ

服部 渡辺 安田 池田 村木 中塚 田中佑正 中川
岐阜・関商工 岐阜・亀井チャレンジ 岐阜・多治見クラブ うさちゃん 2-21 3 3 2-29 Sheepop!! 愛卓会 名城大学 岐阜・KANI

はなみ はらしな みしお むらまつ 3 3 わたなべ かめい まきた うるしはら

花見 原科 三塩 村松 渡辺 亀井 牧田 漆原
水曜日のT3 人生詰んだ組 オークマクラブ 静岡・木曜クラブ 1-31 1 0 1-43 弥富クラブ 岐阜・亀井チャレンジ 名古屋大 法卓会東海支部

あいざわ よしだ はせがわ かわむら やまだしょうへい いとう わたせ いしだ

相澤 吉田 長谷川 河村 3 3 山田将平 伊東 渡瀬 石田
本城クラブ 津島クラブ CTTS 高橋TTC 3-11 3-15 春日井 DREAMS.2nd オークマクラブ 三菱電機名古屋

かわぐち くさかべ さとなか えんどう 0 3 かたやま たなか ほんだ いとう

河口 日下部 里中 遠藤 片山 田中 本田 井藤
名王クラブ 木曽川クラブ ミスリーズ 法卓会東海支部1-32 3 0 1-44 Grenze四日市 岐阜・JOKER CTTS 法卓会東海支部

あさくら こんだ はっとり やまもと 0 たかむら さとう かたやま さとう

朝倉 近田 服部 山本 3 高村 佐藤 片山 佐藤
津島クラブ 三重・RISE 春日井 サタデークラブ 2-22 1 2-30 水曜日のT3 Grenze四日市 春日井工高 高橋SC

おかの でき なかむら ちぇん おおくぼ わしお たかはし

岡野 出来 中村 陳 大久保 鷲尾 高橋
岐阜・関商工 東卓クラブ 名城大学 三菱電機名古屋1-33 3 3 1-45 三菱重工名古屋 東卓クラブ 名城大学

ひぐち はら やまもと いまい さかい たかはし たまこし たけうちちうね

樋口 原 山本 今井 3 酒井 高橋 玉腰 竹内千畝
春日井 本城フェニックス 名城大学 HI-ROWS 4-6 3 2 4-8 中部大学 尾張クラブFP うさちゃん YAMATO

えびすや まつき ないとう おごし まるやま さの さいとう すずき

蛭子谷 松木 内藤 小越 丸山 佐野 齋藤 鈴木
春日井工高 DREAMS.2nd Ｄx３ サンワT.T.C 1-34 3 1-46 TAKUYA 岐阜・亀井チャレンジ Ｄx３ 陽卓会

ひらつか いしい おおもり やまだ 1 まつだ ふるかわ さとうあきとし さとう

平塚 石井 大森 山田 0 松田 古川 佐藤彰俊 佐藤
YNS卓球スクール 岐阜・関商工 春日井工高 五色園クラブ 2-23 2-31 HIRO 岐阜・関商工 うさちゃん ガイラシグマ

にしわき たちばな みずの おだ 0 みずの あべ くぼた たけうちりょうの

西脇 立花 水野 小田 水野 阿部 久保田 竹内陵乃
錦玉 名王クラブ CTTS YAMATO 1-35 3 3 1-47 TAKUYA DREAMS.2nd CTTS YAMATO

みずの ふじおか あんどう わかお たなか すずきのりのぶ たなかこうだい すぎもと

水野 藤岡 安藤 若尾 1 田中 鈴木憲伸 田中皓大 杉本
岐阜・JOKER 水曜日のT3 名城大学 (株)明治 3-12 3 2 3-16 １HEART 錦玉 名城大学 bianco

すぎうら やまもと さとう さわだ ほさか こまつ すえたけ とね

杉浦 山本 佐藤 澤田 保坂 小松 末武 刀根
中部大学 岐阜・亀井チャレンジ bianco 法卓会東海支部1-36 0 1-48 本城クラブ 中部大学 春日井 陽卓会

ながお まとば かわい ふるかわ たいらけんじ なりた ほりばた といだ

長尾 的場 河井 古川 3 平賢治 成田 堀端 樋田
岐阜・JOKER 木曽川クラブ 名城大学 (株)明治 2-24 3 2-32 Sheepop!! 錦玉 名城大学 HI-ROWS

かとう なりた いなば しおや みなみたに くぜ さこ

加藤 成田 稲葉 塩谷 南谷 久世 迫
錦玉 中部大学 三菱電機名古屋 陽卓会 岐阜・関商工職員 水曜日のT3 CTTS
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藤岡

（水曜日のT3）
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