
予選 決 おおくぼ いちやなぎ とだ いしかわ さとう いしい やました 予選 決

大久保 一柳 戸田 石川 佐藤 石井 山下
TAKUYA 岐阜・亀井チャレンジ 日進NEXUS 2-13 3 2-9 水曜日のT3 名古屋鉄道 岐阜・関商工 名古屋大学

なりた むらかみ おかだ やまもと 3 3 みずの まつい はえむら いちおか

成田 村上 岡田 山本 水野 松井 栄村 市岡
常滑クラブ 水曜日のT3 日本特殊陶業(株) 岐阜・亀井チャレンジ 1-1 3 0 0 3 1-16 TAKUYA 日本特殊陶業(株) 春日井 岐阜・亀井チャレンジ

あだち はっとり しみず たなかこうだい ちゃえん ありま みうら さとう

足立 服部 清水 田中皓大 2 0 茶円 有馬 三浦 佐藤
明誠クラブ 春日井 スバル軍団 名城大学 3-1 3-5 KNUCKLE 犬山クラブ Sheepop!! 高橋SC

さとう ほさか みずの まきの 3 1 しょうじま はっとりけいご いとう かとう

佐藤 保坂 水野 牧野 庄島 服部圭吾 伊藤 加藤
三重・Grenze四日市 本城クラブ CTTS ごちのび 1-2 3 3 1-17 三菱重工名古屋 春日井 ちひろクラブ CTTS

よこまく いわた かみや おだ 0 3 さとう おくむら てらもと いちき

横幕 岩田 神谷 小田 0 佐藤 奥村 寺本 市來
みつのきTTC 錦玉 名古屋高校 Trebol 2-2 0 0 2-10 ガイラ サタデークラブ 尾張クラブ チーム愛知町

なりた ひろせ うちだ もり なかつか くさかべ きむら たかい

成田 廣瀬 内田 森 中塚 日下部 木村 髙井
錦玉 東卓クラブ 三重・Grenze四日市 江南高校 1-3 1 3 0 1 1-18 愛卓会 木曽川クラブ Blanks 春日井

すぎもと まきた わきた せこ はら たかぎ たなか のむら

杉本 牧田 脇田 瀬古 3 3 原 高木 田中 野村
bianco スバル軍団 春日井 アットHOME 4-1 4-3 本城フェニックス 岐阜・JOKER ガイラ 個人

きまた もりた みずがみ はなたに 3 3 しばの たなせ はるやま なえむら

木全 森田 水上 花谷 柴野 棚瀬 春山 苗村
一宮市役所 尾張クラブ 錦玉 西卓 1-4 3 2 1-19 錦玉 岐阜・Z団 春日井 名古屋高校

いまいずみ たまもと やまかわ いなしま 0 1 こんどう たかみ さわだ おおはし

今泉 玉元 山川 稲嶋 1 3 近藤 高見 沢田 大橋
滝ノ水 ガイラ 明誠ビート 岐阜・東club 2-3 2-11 水曜日のT3 名古屋鉄道 やちよ ごちのび

ながお なかしば ふじおか かわしま 1 3 まつおか すぎもと くらち なかやま

長尾 中柴 藤岡 川嶋 松岡 杉本 倉知 中山
岐阜・JOKER 中京大学 明誠アスリート アットHOME 1-5 0 3 3 3 1-20 水曜日のT3 高浜メイク CTTS 一色クラブ

ひえい ふくしま おおにし くまざわ ひだか りょうの みしな きたむら

日榮 福島 大西 熊澤 3 2 日高 漁野 三品 北村
東海クラブ 岐阜・Z団 ガイラ hanabi 3-2 0 3 3-6 中京大学 和歌山・ＨＦＤ 木曽川クラブ 岐阜・東club

ほった ひぐち みしお ひらま やまだ かねもと やぎ つぼい

堀田 樋口 三塩 平間 山田 兼元 八木 坪井
水曜日のT3 春日井 オークマクラブ 幡山卓球クラブ 1-6 3 0 1-21 TAKUYA MAYBEE 三菱電機名古屋 春日井

せこ ふるかわ もりわたる ほんだ 3 0 さかい おかだ かわむらゆうき はせがわ

世古 古川 森渉流 本田 1 3 酒井 岡田 河村祐樹 長谷川
中京大学 岐阜・関商工 KNUCKLE CTTS 2-4 3 1 2-12 スバル軍団 中部大学 MAYBEE CTTS

よしみつ こんどう のむら さとうゆうき むらき かみや きど まつだ

吉満 近藤 野村 佐藤佑樹 村木 神谷 木戸 松田
TAKUYA ちひろクラブ 西卓 今伊勢クラブ 1-7 0 0 3 0 1-22 Sheepop!! 本城フェニックス オークマクラブ SBN

あべ ふじわら かい いしべ かめい おおざわ たなかゆうせい かのう

阿部 藤原 甲斐 石部 3 3 亀井 大澤 田中佑征 加納
DREAMS.2nｄ 中京大学 MAYBEE SBN 5-11 3 5-2 岐阜・亀井チャレンジ 日本特殊陶業(株) 名城大学 三重・エイムン

かとう いとう おおすぎ おかが たかやま さくらい いけもり さの

加藤 伊藤 大杉 岡賀 髙山 櫻井 池森 佐野
錦玉 三重・Mind 岐阜・東club WEED 1-8 3 3 1-23 春日井 水曜日のT3 名古屋高校 岐阜・亀井チャレンジ

くぼた はぎわら うさみ わしお 1 1 いとう いとう きし わたせ

久保田 萩原 宇佐美 鷲尾 0 1 伊藤 伊東 岸 渡瀬
津島クラブ 本城フェニックス 新川クラブ 東卓クラブ 2-5 2-13 春日井 DREAMS.2nｄ 名古屋大学 オークマクラブ

やまだゆうき いたはし やまもと いわかわ 1 0 のもと あわじ やまだゆうき あしだ

山田悠貴 板橋 山本 岩川 野本 淡路 山田裕輝 芦田
春日井 岐阜・Z団 錦玉 hanabi 1-9 0 3 3 3 1-24 三菱重工名古屋 名古屋大学 岐阜・東club レイカーズ

がま うちむら あおやま うつの きしもと はやし たなか いわぐち

蒲 内村 青山 宇津野 3 2 岸本 林 田中 岩口
ガイラ 三菱電機名古屋 日本特殊陶業(株) オークマクラブ 3-3 3-7 岐阜・Z団 TAKUYA CTTS 美和クラブ

よねやま もり かげやま かとう 3 0 かわむらそうた まぶち にしがき はやかわ

米山 森 影山 加藤 河村草太 馬淵 西垣 早川
中京大学 岐阜・JOKER 名古屋大学 春日井 1-10 3 2 1-25 MAYBEE ガイラ 春日井 1 HEART

みずの さとう おかべ いなづみ 3 0 ほり くぼた おちあい まつだ

水野 佐藤 岡部 稲積 0 3 堀 久保田 落合 松田
岐阜・JOKER 錦玉 CTTS Hokumei club 2-6 3 3 2-14 三菱重工名古屋 CTTS 春日井 一宮市役所

さかた やすだ もりはると なかもと みやがわ おだ あべ たなか

坂田 安田 森春人 中本 宮川 小田 阿部 田中
高浜メイク SBN KNUCKLE 名城大学 1-11 1 1 3 0 1-26 DREAMS SEIIN 名古屋高校 1 HEART

ながた さはし ひら わたなべ 0 0 わだ しのだ いそべ さいとう

永田 佐橋 比良 渡辺 3 3 和田 篠田 磯部 齋藤
岐阜・関商工 親水クラブ 名城大学 住友理工 4-2 4-4 津島クラブ 高浜メイク 三重・エージレス Trebol

いちのせ ふじた つねよし しみず かわぐち さはし みもざき こばやし

一ノ瀬 藤田 恒吉 清水 河口 佐橋 箕面崎 小林
春日井 水曜日のT3 Trebol ちひろクラブ 1-12 0 3 1-27 ちひろクラブ 岐阜・東club 明誠アスリート hanabi

やまだしょうへい かとう かわい みずの 3 3 えのもと かしわぎ ながかわ わたなべ

山田将平 加藤 河合 水野 3 0 榎本 柏木 永川 渡辺
春日井 MAYBEE 水曜日のT3 hanabi 2-7 2-15 DREAMS 春日井 MAYBEE 名古屋高校

みたむら りゅう かみや さとう 0 1 たいら やだ くぼ ひび

三田村 劉 神谷 佐藤 平 矢田 久保 日比
本城クラブ 静岡・スズキ 春日井 岐阜・T-HANA 1-13 0 2 1 3 1-28 Sheepop!! 三重・Mind 春日井 美和クラブ

そばじま あさくら にしい みずたに おごし すえたけ えのもと いまい

傍島 朝倉 西井 水谷 3 0 小越 末武 榎本 今井
岐阜・Z団 津島クラブ 錦玉 名古屋高校 3-4 ０ 3 3-8 那古野SOUL 春日井 CTTS レイカーズ

おかだ たぐち なかにし おぜき すずき おおむら でき ふくおか

岡田 田口 中西 尾関 鈴木 大村 出来 福岡
美和クラブ 三菱重工名古屋 CTTS チーム愛知町 1-14 0 0 1-29 名古屋大学 錦玉 東卓クラブ オークマクラブ

にしわき みずの たまこし やまもり 2 3 みねた すがわら みやざき やまだりょうや

西脇 水野 玉腰 山森 3 3 峰田 菅原 宮﨑 山田燎弥
錦玉 岐阜・Z団 今伊勢クラブ ちひろクラブ 2-8 3 3 2-16 岐阜・Z団 三菱電機名古屋 ガイラ 岐阜・東club

ふじおか といだ ばんの こんどう さとうあきとし いけだ あちわ

藤岡 樋田 坂野 0 近藤 佐藤彰俊 池田 阿知波
みつのきTTC HI-ROWS Trebol 1-15 0 3 6-1 岐阜・T-HANA 今伊勢クラブ 明誠クラブ やちよ

ひらつか やまもと わだ すずき 7-1 １

平塚 山本 和田 鈴木 3 6-2 ３

みつのきTTC サタデークラブ 春日井 今伊勢クラブ
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予選 決 くぼた はぎわら うさみ わしお いとう いとう きし わたせ 予選 決

久保田 萩原 宇佐美 鷲尾 伊藤 伊東 岸 渡瀬
津島クラブ 本城フェニックス 新川クラブ 東卓クラブ 2-17 3 3 1-44 春日井 DREAMS.2nｄ 名古屋大学 オークマクラブ

がま うちむら あおやま うつの 3 3 おおくぼ いちやなぎ とだ

蒲 内村 青山 宇津野 1 大久保 一柳 戸田
ガイラ 三菱電機名古屋 日本特殊陶業(株) オークマクラブ 1-30 0 2 2-25 TAKUYA 岐阜・亀井チャレンジ 日進NEXUS

すずき おおむら でき ふくおか 0 きしもと はやし たなか いわぐち

鈴木 大村 出来 福岡 3 岸本 林 田中 岩口
名古屋大学 錦玉 東卓クラブ オークマクラブ 3-9 0 0 1-45 岐阜・Z団 TAKUYA CTTS 美和クラブ

みずの さとう おかべ いなづみ 3 なりた むらかみ おかだ やまもと

水野 佐藤 岡部 稲積 3 成田 村上 岡田 山本
岐阜・JOKER 錦玉 CTTS Hokumei club 1-31 3 3-13 常滑クラブ 水曜日のT3 日本特殊陶業(株) 岐阜・亀井チャレンジ

かわぐち さはし みもざき こばやし 2 3 ほり くぼた おちあい まつだ

河口 佐橋 箕面崎 小林 0 堀 久保田 落合 松田
ちひろクラブ 岐阜・東club 明誠アスリート hanabi 2-18 1 3 1-46 三菱重工名古屋 CTTS 春日井 一宮市役所

ながた さはし ひら わたなべ 3 さとう ほさか みずの まきの

永田 佐橋 比良 渡辺 0 佐藤 保坂 水野 牧野
岐阜・関商工 親水クラブ 名城大学 住友理工 1-32 1 3 3 2-26 三重・Grenze四日市 本城クラブ CTTS ごちのび

たいら やだ くぼ ひび わだ しのだ いそべ さいとう

平 矢田 久保 日比 3 和田 篠田 磯部 齋藤
Sheepop!! 三重・Mind 春日井 美和クラブ 4-5 0 0 1-47 津島クラブ 高浜メイク 三重・エージレス Trebol

やまだしょうへい かとう かわい みずの 3 なりた ひろせ うちだ もり

山田将平 加藤 河合 水野 3 成田 廣瀬 内田 森
春日井 MAYBEE 水曜日のT3 hanabi 1-33 3 4-7 錦玉 東卓クラブ 三重・Grenze四日市 江南高校

たかやま さくらい いけもり さの 1 3 えのもと かしわぎ ながかわ わたなべ

髙山 櫻井 池森 佐野 0 榎本 柏木 永川 渡辺
春日井 水曜日のT3 名古屋高校 岐阜・亀井チャレンジ 2-19 3 1-48 DREAMS 春日井 MAYBEE 名古屋高校

そばじま あさくら にしい みずたに 2 3 きまた もりた みずがみ はなたに

傍島 朝倉 西井 水谷 木全 森田 水上 花谷
岐阜・Z団 津島クラブ 錦玉 名古屋高校 1-34 0 3 2-27 一宮市役所 尾張クラブ 錦玉 西卓

のもと あわじ やまだゆうき あしだ おごし すえたけ えのもと いまい

野本 淡路 山田裕輝 芦田 3 小越 末武 榎本 今井
三菱重工名古屋 名古屋大学 岐阜・東club レイカーズ 3-10 0 1-49 那古野SOUL 春日井 CTTS レイカーズ

にしわき みずの たまこし やまもり ながお なかしば ふじおか かわしま

西脇 水野 玉腰 山森 3 長尾 中柴 藤岡 川嶋
錦玉 岐阜・Z団 今伊勢クラブ ちひろクラブ 1-35 3 1 3-14 岐阜・JOKER 中京大学 明誠アスリート アットHOME

かわむらそうた まぶち にしがき はやかわ 3 みねた すがわら みやざき やまだりょうや

河村草太 馬淵 西垣 早川 0 峰田 菅原 宮﨑 山田燎弥
MAYBEE ガイラ 春日井 1 HEART 2-20 3 3 1-50 岐阜・Z団 三菱電機名古屋 ガイラ 岐阜・東club

ひらつか やまもと わだ すずき ほった ひぐち みしお ひらま

平塚 山本 和田 鈴木 堀田 樋口 三塩 平間
みつのきTTC サタデークラブ 春日井 今伊勢クラブ 1-36 2 0 3 2-28 水曜日のT3 春日井 オークマクラブ 幡山卓球クラブ

みやがわ おだ あべ たなか こんどう さとうあきとし いけだ あちわ

宮川 小田 阿部 田中 3 近藤 佐藤彰俊 池田 阿知波
DREAMS SEIIN 名古屋高校 1 HEART 5-3 1 3 5-4 3 1-51 岐阜・T-HANA 今伊勢クラブ 明誠クラブ やちよ

いまいずみ たまもと やまかわ いなしま よしみつ こんどう のむら さとうゆうき

今泉 玉元 山川 稲嶋 3 吉満 近藤 野村 佐藤佑樹
滝ノ水 ガイラ 明誠ビート 岐阜・東club 1-37 2 TAKUYA ちひろクラブ 西卓 今伊勢クラブ

いしかわ さとう いしい やました 3 こんどう たかみ さわだ おおはし

石川 佐藤 石井 山下 3 近藤 高見 沢田 大橋
水曜日のT3 名古屋鉄道 岐阜・関商工 名古屋大学 2-21 3 1-52 水曜日のT3 名古屋鉄道 やちよ ごちのび

ひえい ふくしま おおにし くまざわ ０ かとう いとう おおすぎ おかが

日榮 福島 大西 熊澤 0 加藤 伊藤 大杉 岡賀
東海クラブ 岐阜・Z団 ガイラ hanabi 1-38 1 2-29 錦玉 三重・Mind 岐阜・東club WEED

みずの まつい はえむら いちおか 3 ひだか りょうの みしな きたむら

水野 松井 栄村 市岡 3 日高 漁野 三品 北村
TAKUYA 日本特殊陶業(株) 春日井 岐阜・亀井チャレンジ 3-11 3 3 1-53 中京大学 和歌山・ＨＦＤ 木曽川クラブ 岐阜・東club

せこ ふるかわ もりわたる ほんだ 3 やまだゆうき いたはし やまもと いわかわ

世古 古川 森渉流 本田 0 山田悠貴 板橋 山本 岩川
中京大学 岐阜・関商工 KNUCKLE CTTS 1-39 3 3-15 春日井 岐阜・Z団 錦玉 hanabi

しょうじま はっとりけいご いとう かとう 3 3 さかい おかだ かわむらゆうき はせがわ

庄島 服部圭吾 伊藤 加藤 1 酒井 岡田 河村祐樹 長谷川
三菱重工名古屋 春日井 ちひろクラブ CTTS 2-22 3 3 1-54 スバル軍団 中部大学 MAYBEE CTTS

あべ ふじわら かい いしべ 3 よねやま もり かげやま かとう

阿部 藤原 甲斐 石部 1 米山 森 影山 加藤
DREAMS.2nｄ 中京大学 MAYBEE SBN 1-40 3 2 2-30 中京大学 岐阜・JOKER 名古屋大学 春日井

なかつか くさかべ きむら たかい かめい おおざわ たなかゆうせい かのう

中塚 日下部 木村 髙井 0 亀井 大澤 田中佑征 加納
愛卓会 木曽川クラブ Blanks 春日井 4-6 2 1 3 1-55 岐阜・亀井チャレンジ 日本特殊陶業(株) 名城大学 三重・エイムン

よこまく いわた かみや おだ さかた やすだ もりはると なかもと

横幕 岩田 神谷 小田 0 坂田 安田 森春人 中本
みつのきTTC 錦玉 名古屋高校 Trebol 1-41 0 1 4-8 高浜メイク SBN KNUCKLE 名城大学

しばの たなせ はるやま なえむら 2 さとう おくむら てらもと いちき

柴野 棚瀬 春山 苗村 3 佐藤 奥村 寺本 市來
錦玉 岐阜・Z団 春日井 名古屋高校 2-23 3 1-56 ガイラ サタデークラブ 尾張クラブ チーム愛知町

すぎもと まきた わきた せこ 0 3 いちのせ ふじた つねよし しみず

杉本 牧田 脇田 瀬古 1 一ノ瀬 藤田 恒吉 清水
bianco スバル軍団 春日井 アットHOME 1-42 3 3 2-31 春日井 水曜日のT3 Trebol ちひろクラブ

まつおか すぎもと くらち なかやま 0 はら たかぎ たなか のむら

松岡 杉本 倉知 中山 2 原 高木 田中 野村
水曜日のT3 高浜メイク CTTS 一色クラブ 3-12 0 0 1 1-57 本城フェニックス 岐阜・JOKER ガイラ 個人

あだち はっとり しみず たなかこうだい みたむら りゅう かみや さとう

足立 服部 清水 田中皓大 3 三田村 劉 神谷 佐藤
明誠クラブ 春日井 スバル軍団 名城大学 1-43 3 1 3-16 本城クラブ 静岡・スズキ 春日井 岐阜・T-HANA

やまだ かねもと やぎ つぼい 3 ちゃえん ありま みうら さとう

山田 兼元 八木 坪井 0 茶円 有馬 三浦 佐藤
TAKUYA MAYBEE 三菱電機名古屋 春日井 2-24 3 0 1-58 KNUCKLE 犬山クラブ Sheepop!! 高橋SC

むらき かみや きど まつだ 0 おかだ たぐち なかにし おぜき

村木 神谷 木戸 松田 3 岡田 田口 中西 尾関
Sheepop!! 本城フェニックス オークマクラブ SBN 3 2-32 美和クラブ 三菱重工名古屋 CTTS チーム愛知町

ふじおか といだ ばんの

3 藤岡 樋田 坂野
みつのきTTC HI-ROWS Trebol

三菱重工名古屋

堀

6-2

A32-1 9

A09-2 9

A30-2 9

A33-1 9

A28-2 9

A11-2 9

A34-1 9

A35-1 10

A24-2 10

A13-2 10

A36-1 10

A37-1 10

A26-2 10

A15-2 10

A38-1 10

A39-1 11

A16-2 11

A05-2 11

A40-1 11

A41-1 11

A18-2 11

A07-2 11

A42-1 11

A43-1 12

A20-2 12

A03-2 12

A44-1 12

A45-1 12

A22-2 12

A46-1 12

A47-1 13

A01-2 13

A25-2 13

A48-1 13

A49-1 13

A02-2 13

A27-2 13

A50-1 13

A51-1 14

A04-2 14

A29-2 14

A52-1 14

A53-1 14

A06-2 14

A31-2 14

A54-1 14

A55-1 15

A08-2 15

A21-2 15

A56-1 15

A57-1 15

A10-2 15

A23-2 15

A58-1 15

A59-1 16

A12-2 16

A19-2 16

A60-1 16

A17-2 16

A14-2 16

A61-1 16
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