
予選 決 いりお くぼた いえだせいじ すぎやま おだ がも いえだよしほ たかみ 予選 決

入尾 久保田 家田靖治 杉山 小田 賀茂 家田良穂 鷹見

犬山クラブ 津島クラブ 春日井 津島南クラブ 1-1 3 3 1-9 津島クラブ 静岡・磐田信金 春日井 振甫球友会

たけなか さかい かとう おおさわ 3 せかい やまもと はっとり はっとり

竹中 酒井 加藤 大澤 0 0 世界 山本 服部 服部

明誠アスリート 三重・AIGLE 春日井 那古野ドンマイ 2-1 2-5 本城フェニックス 愛卓会 春日井 東卓クラブ

たけだ ふじわら ふじた いまいいだ 2 わだ あんどう とみなが いしかわ

武田 藤原 藤田 今飯田 和田 安藤 富永 石川

TAKUYA 静岡・松崎卓球 卓硏クラブ ALWAYS2012 1-2 2 1 3 1-10 菊友クラブ 岐阜・土岐クラブ 春日井 愛県クラブ

もり みずの きむら いとう いながき かとう しおの たけうち

森 水野 木村 伊藤 3 2 稲垣 加藤 塩野 武内

静岡・松崎卓球 名古屋卓球クラブ ALWAYS2012 三重・卓愛クラブ 3-1 3-3 愛卓会 ZERO清須 春日井 犬山クラブ

せかい やまもと はっとり はっとり 3 0 たけなか さかい かとう おおさわ

世界 山本 服部 服部 竹中 酒井 加藤 大澤

本城フェニックス 愛卓会 春日井 東卓クラブ 1-3 3 3 1-11 明誠アスリート 三重・AIGLE 春日井 那古野ドンマイ

おだ がも いえだよしほ たかみ 2 いりお くぼた いえだせいじ すぎやま

小田 賀茂 家田良穂 鷹見 0 1 入尾 久保田 家田靖治 杉山

津島クラブ 静岡・磐田信金 春日井 振甫球友会 2-2 3 2-6 犬山クラブ 津島クラブ 春日井 津島南クラブ

さかもと こまつ こまつ ふるや まつした はっとり かわはた いで

阪本 小松 小松 古谷 松下 服部 川畑 井手

三重・伊勢卓友会 愛卓会 春日井 静岡・松崎卓球 1-4 1 3 1-12 松下卓球 岐阜・SIMS 振甫球友会 春日井製菓

なだ なかで あさい しばた そが ささき いとう ひご

名田 中出 浅井 柴田 3 曽我 佐々木 伊藤 肥後

師勝クラブ 福井・福井ベテラン会 名王スターズ オークマクラブ 4-1 4-2 岐阜・たくみクラブ 福井・福井ベテラン会 小島プレス ストリーム

まつした はっとり かわはた いで さかもと こまつ こまつ ふるや

松下 服部 川畑 井手 阪本 小松 小松 古谷

松下卓球 岐阜・SIMS 振甫球友会 春日井製菓 1-5 3 3 1-13 三重・伊勢卓友会 愛卓会 春日井 静岡・松崎卓球

そが ささき いとう ひご 3 なだ なかで あさい しばた

曽我 佐々木 伊藤 肥後 0 1 名田 中出 浅井 柴田

岐阜・たくみクラブ 福井・福井ベテラン会 小島プレス ストリーム 2-3 2-7 師勝クラブ 福井・福井ベテラン会 名王スターズ オークマクラブ

ながえ たかぎ ひびの はまだ 3 0 おかもと いとう はまもと いひら

長江 高木 日比野 濱田 岡本 伊藤 濱本 伊平

春日井 静岡・フリー 津島南クラブ 松下卓球 1-6 2 1-14 春日井 福井・鯖江クラブ 那古野ドンマイ HAPPY

おおひら おかだ あんどう ながの すずき みなみ ささき ひらかわ

大平 岡田 安藤 長野 3 鈴木 南 佐々木 平川

岐阜・KANI 愛卓会 春日井 幡山クラブ 3-2 0 3 3-4 瀬戸市卓球協会 福井・森田クラブ 名古屋マスターズ 春日井

わだ あんどう とみなが いしかわ たけだ ふじわら ふじた いまいいだ

和田 安藤 富永 石川 武田 藤原 藤田 今飯田

菊友クラブ 岐阜・土岐クラブ 春日井 愛県クラブ 1-7 2 1-15 TAKUYA 静岡・松崎卓球 卓硏クラブ ALWAYS2012

いながき かとう しおの たけうち 3 もり みずの きむら いとう

稲垣 加藤 塩野 武内 3 森 水野 木村 伊藤

愛卓会 ZERO清須 春日井 犬山クラブ 2-4 2 3 2-8 静岡・松崎卓球 名古屋卓球クラブ ALWAYS2012 三重・卓愛クラブ

すずき みなみ ささき ひらかわ おおひら おかだ あんどう ながの

鈴木 南 佐々木 平川 大平 岡田 安藤 長野

瀬戸市卓球協会 福井・森田クラブ 名古屋マスターズ 春日井 1-8 0 1 1-16 岐阜・KANI 愛卓会 春日井 幡山クラブ

おかもと いとう はまもと いひら ながえ たかぎ ひびの はまだ

岡本 伊藤 濱本 伊平 3 長江 高木 日比野 濱田

春日井 福井・鯖江クラブ 那古野ドンマイ HAPPY 春日井 静岡・フリー 津島南クラブ 松下卓球
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