
予選 決 わたなべ やまぞえ まきの よしやま しゅとう かとう ねぎた 予選 決

渡部 山添 牧野 吉山 首藤 加藤 祢宜田
三重・Grenze四日市 高浜メイク 名東サンデー倶楽部 2-1 3 3 2-9 明誠クラブ 愛卓会 三重・358 個人

3 3
ほそかわ ひろせ せいけ いながき くさま つきやま きむら まつの

細川 広瀬 清家 稲垣 草間 築山 木村 松野
明誠クラブ ストリーム 名東サンデー倶楽部 幡山卓球クラブ 1-1 3 2 0 1-9 西卓 ガイラ 三重・プーさん 岐阜・養老町

せこ なかしま いしはら あんどう なかむら おかだ よしおか なかむら

世古 中嶋 石原 安藤 0 3 中村 岡田 吉岡 中村
春日井 西卓 DAIFUKU 個人 3-1 3-5 明誠クラブ 津島クラブ 春日井 高橋SC

3 1
やまうち くろかわ かごはし ほんだ いとう はせがわ みやざき かわい

山内 黒川 篭橋 本田 伊藤 長谷川 宮崎 川井
ブルーバード 福井・Four-U 尾張クラブ やちよ 1-2 3 3 1-10 三菱重工名古屋 春日井 東京・〆のラーメンず 福井・Four-U

3 1
ながお しもだ こんどう ふくだ とみだ たけむら やました

長尾 下田 近藤 0 福田 冨田 竹村 山下
犬山クラブ CE HOPE 岐阜・T-HANA 2-2 0 2 2-10 常滑クラブ つるかめ 静岡・木曜クラブ ストリーム

かとう たかぎ ふせや いけだ ながい すぎもと みやざき ばば

加藤 高木 伏屋 池田 0 3 永井 杉本 宮崎 馬場
明誠クラブ 春日井 名東サンデー グリーンクラブ 4-1 4-3 TAKUYA ストリーム オムロン やちよ

0
はらだ やまぐち はやし かじわら かみばやし おおしま しむら にしざわ

原田 山口 林 梶原 上林 大島 志村 西沢
個人 大阪・長原遊仁音 三菱電機名古屋 岩倉市卓球協会 2-3 2 3 2-11 春日井 津島クラブ 個人 如月エイト

3 3
おくだ こうけつ すずき ひこさか いわぐち いとう もり まつだ

奥田 纐纈 鈴木 彦坂 岩口 伊藤 森 松田
愛知県庁 ZERO 福井・Four-U やちよ 1-3 1 3 0 0 1-11 美和クラブ 春日井 名古屋マスターズ 一宮市役所

かすがい いわみ　 つのだ さわき はまなか こんどう こんどう ひえ

春日井 岩見　 角田 澤木 3 3 浜中 近藤 近藤 日江
豊明市卓球協会 TAKUYA 春日クラブ 個人 3-2 0 3 3-6 翔卓会 ガイラ 岐阜・養老町 チーム愛知町

はやかわ にしむら にしだ ふじた はやし くずや さとう なんぶ

早川 西村 西田 藤田 林 葛谷 佐藤 南部
三重・Grenze四日市 豊田信金 春日井 刈谷サタデークラブ 1-4 3 3 1-12 岐阜・Z団 アールグレイ CE HOPE 日進NEXUS

1 0
たなか いで くまざき にしむら くりばやし あさい ふるい こまざわ

田中 井手 熊崎 西村 1 0 栗林 浅井 古居 駒澤
本城クラブ 兵庫・Woody 三菱電機名古屋 ALWAYS2012 2-4 2 2 2-12 福井・森田クラブ 名古屋市役所 春日井 日本ガイシ

あだち さかい せこ かわさき すみた はずみ あさだ のだ

足立 坂井 瀬古 川﨑 3 3 住田 羽澄 浅田 野田
愛卓会 春日井 ストリーム Blanks 5-1 1 3 5-2 住友理工 春日井 常滑クラブ 岐阜・郡上クラブ(ST)

いわぐち いとう もり まつだ おくだ こうけつ すずき ひこさか

岩口 伊藤 森 松田 奥田 纐纈 鈴木 彦坂
美和クラブ 春日井 名古屋マスターズ 一宮市役所 2-5 3 0 2-13 愛知県庁 ZERO 福井・Four-U やちよ

3 1
かみばやし おおしま しむら にしざわ はらだ やまぐち はやし かじわら

上林 大島 志村 西沢 原田 山口 林 梶原
春日井 津島クラブ 個人 如月エイト 1-5 2 3 3 1-13 個人 大阪・長原遊仁音 三菱電機名古屋 岩倉市卓球協会

はまなか こんどう こんどう ひえ かすがい いわみ　 つのだ さわき

浜中 近藤 近藤 日江 3 1 春日井 岩見　 角田 澤木
翔卓会 ガイラ 岐阜・養老町 チーム愛知町 3-3 3-7 豊明市卓球協会 TAKUYA 春日クラブ 個人

2 3
はやし くずや さとう なんぶ はやかわ にしむら にしだ ふじた

林 葛谷 佐藤 南部 早川 西村 西田 藤田
岐阜・Z団 アールグレイ CE HOPE 日進NEXUS 1-6 2 3 1-14 三重・Grenze四日市 豊田信金 春日井 刈谷サタデークラブ

3 3
すみた はずみ あさだ のだ あだち さかい せこ かわさき

住田 羽澄 浅田 野田 3 2 足立 坂井 瀬古 川﨑
住友理工 春日井 常滑クラブ 岐阜・郡上クラブ(ST) 2-6 0 3 2-14 愛卓会 春日井 ストリーム Blanks

くりばやし あさい ふるい こまざわ たなか いで くまざき にしむら

栗林 浅井 古居 駒澤 2 2 田中 井手 熊崎 西村
福井・森田クラブ 名古屋市役所 春日井 日本ガイシ 4-2 3 0 4-4 本城クラブ 兵庫・Woody 三菱電機名古屋 ALWAYS2012

くさま つきやま きむら まつの ほそかわ ひろせ せいけ いながき

草間 築山 木村 松野 細川 広瀬 清家 稲垣
西卓 ガイラ 三重・プーさん 岐阜・養老町 2-7 3 3 2-15 明誠クラブ ストリーム 名東サンデー倶楽部 幡山卓球クラブ

3 3
よしやま しゅとう かとう ねぎた わたなべ やまぞえ まきの

吉山 首藤 加藤 祢宜田 渡部 山添 牧野
明誠クラブ 愛卓会 三重・358 個人 1-7 3 0 0 0 1-15 三重・Grenze四日市 高浜メイク 名東サンデー倶楽部

なかむら おかだ よしおか なかむら せこ なかしま いしはら あんどう

中村 岡田 吉岡 中村 1 3 世古 中嶋 石原 安藤
明誠クラブ 津島クラブ 春日井 高橋SC 3-4 3 2 3-8 春日井 西卓 DAIFUKU 個人

いとう はせがわ みやざき かわい やまうち くろかわ かごはし ほんだ

伊藤 長谷川 宮崎 川井 山内 黒川 篭橋 本田
三菱重工名古屋 春日井 東京・〆のラーメンず 福井・Four-U 1-8 0 3 1-16 ブルーバード 福井・Four-U 尾張クラブ やちよ

1 0
ながい すぎもと みやざき ばば かとう たかぎ ふせや いけだ

永井 杉本 宮崎 馬場 3 1 加藤 高木 伏屋 池田
TAKUYA ストリーム オムロン やちよ 2-8 0 2-16 明誠クラブ 春日井 名東サンデー グリーンクラブ

ふくだ とみだ たけむら やました ながお しもだ こんどう

福田 冨田 竹村 山下 3 3 長尾 下田 近藤
常滑クラブ つるかめ 静岡・木曜クラブ ストリーム 犬山クラブ CE HOPE 岐阜・T-HANA

3
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