
春日井市卓球連盟

平成30年6月2日（土）平成30年度　市民体育大会　卓球：中学生男子１・２年の部

きたむら よねざわ くまざわ くまがわ かじたこうすけ いとうゆうすけ

北村 米沢 熊沢 求广川 梶田康介 伊藤悠輔
松原中 高森台中 鷹来中 2-1 3 3 1-16 柏原中 松原中 鷹来中

くまざわ よこはま なかはら 3 3 ひろせ たまい よしの

熊澤 横濵 中原 0 廣瀬 玉井 吉野
知多中 松原中 高森台中 1-1 1 0 2-9 石尾台中 知多中 高森台中

おざわ すずむら みかみ 3 おかの みねさき きたもと

小澤 鈴村 三上 3 岡野 峯﨑 北本
西部中 松原中 石尾台中 3-1 0 3 1-17 中部中 西部中 坂下中

やの すずき かんの 3 にしむら こすげ ふじたはると

矢野 鈴木 菅野 1 西村 小菅 藤田陽人
鷹来中 中部中 松原中 1-2 3 3-5 高森台中 松原中 石尾台中

すずき はなばた いながき 3 3 としなが おおたに かわぐち

鈴木 花畑 稲垣 0 俊長 大谷 川口
柏原中 石尾台中 西部中 2-2 0 3 1-18 西部中 松原中 高森台中

まつもと すずきれつ よしむら 3 いしかわ のだ すぎた

松本 鈴木烈 吉村 1 石川 野田 杉田
松原中 坂下中 西部中 1-3 0 1 0 2-10 鷹来中 東部中 柏原中

あんどう すみもと こんどう ふじただいき にしぐち みやざき

安藤 住本 近藤 3 藤田大揮 西口 宮崎
東部中 石尾台中 高森台中 4-1 0 1 1-19 石尾台中 中部中 高森台中

たかぎ すずきたかひと いとうようすけ 1 やまざき かとう やなぎだ

髙木 鈴木啓仁 伊藤洋補 3 山﨑 加藤 柳田
知多中 松原中 鷹来中 1-4 0 4-3 松原中 西部中 知多中

ごとう きくた あさい 0 1 やまうち あべ あさの

後藤 菊田 浅井 3 山内 阿部 浅野
西部中 高森台中 石尾台中 2-3 2 1-20 西部中 松原中 鷹来中

はやかわ あんどうそうた つちくら 2 1 こまつ ひぐち たけうち

早川 安藤颯汰 土藏 3 小松 樋口 竹内
中部中 松原中 鷹来中 1-5 0 3 2-11 柏原中 高森台中 松原中

やまだ まるやま そかべ 3 ふじい てらさわ くらた

山田 丸山 曽我部 3 藤井 寺澤 倉田
坂下中 柏原中 高森台中 3-2 0 3 3 1-21 中部中 鷹来中 石尾台中

あんどう すずきしゅうせい もとむら たかはし にしお たかはし

安藤 鈴木柊誠 元村 0 高橋 西尾 高橋
高森台中 松原中 西部中 1-6 1 0 3-6 東部中 松原中 高森台中

たかはし はやし なかにし 3 とりかわ はせがわ いとうたくや

高橋 林 中西 3 鳥川 長谷川 伊藤匠哉
柏原中 東部中 知多中 2-4 3 3 1-22 坂下中 石尾台中 松原中

かわち かとうはると あだち 0 いくら さくの やまもと

川地 加藤大翔 足立 0 生倉 作野 山本
鷹来中 高森台中 中部中 1-7 3 1 2 2-12 松原中 西部中 中部中

はたなか すずきゆうと きのした かねしろ なかせ さっさ

畑仲 鈴木佑徳 木下 2 金城 中瀬 佐々
石尾台中 松原中 坂下中 5-1 2 3 5-2 3 2 1-23 知多中 鷹来中 東部中

はせがわ まえだ はせがわ きよかわ よしおか くればやし

長谷川　 前田 長谷川 3 清川 吉岡 紅林
中部中 松原中 西部中 1-8 3 高森台中 柏原中 松原中

にわ すぎさと わかまつ 1 かとう おのぎ かとうたくみ

丹羽 杉里 若松 0 加藤 小野木 加藤拓実
鷹来中 知多中 柏原中 2-5 3 1-24 鷹来中 西部中 高森台中

かみや たばた さおとめ 0 3 おおば こんどう やの

神谷 田畑 五月女 0 大場 近藤 矢野
松原中 鷹来中 東部中 1-9 3 3 2-13 知多中 石尾台中 松原中

ふるかわ かとうたいよう おおにし 3 はなもと むらた いでぐち

古川 加藤大燿 大西 0 花本 村田 出口
西部中 高森台中 石尾台中 3-3 0 0 1-25 石尾台中 鷹来中 松原中

あんどう いとうしゅんすけ しおみ 3 くぼ こがみ すぎうら

安藤 伊藤駿佑 塩見 3 久保 小神 杉浦
石尾台中 松原中 高森台中 1-10 0 3-7 柏原中 坂下中 高森台中

つじの つちや むらせ 3 1 やお くろだ ほその

辻野 土屋 村瀬 3 矢尾 黒田 細野
柏原中 東部中 松原中 2-6 3 3 1-26 中部中 松原中 西部中

かわはら よしむら あおき 3 いむら おがた みぎたか

河原 吉村 青木 1 井村 尾形 右髙
坂下中 鷹来中 知多中 1-11 3 0 0 2-14 松原中 高森台中 石尾台中

かとうこうだい やすだ まみや すなはら たかしま やまだ

加藤広大 安田 間宮 1 砂原 髙島 山田
高森台中 中部中 松原中 4-2 3 2 3 1-27 西部中 柏原中 高森台中

たなか わしお かわい しのだ いわや さくらい

田中 鷲尾 河合 1 篠田 岩谷 櫻井
松原中 鷹来中 高森台中 1-12 3 3 4-4 東部中 鷹来中 松原中

にしもり あかぎ とだ 1 さわだ みずたに むとう

西森 赤木 戸田 1 沢田 水谷 武藤
柏原中 石尾台中 松原中 2-7 3 1-28 知多中 西部中 松原中

かとう つちや まきの 0 0 いまい うえはら こざわ

加藤 土屋 牧野 1 今井 上原 小澤
知多中 鷹来中 高森台中 1-13 0 3 2-15 高森台中 石尾台中 中部中

さとう かじたまさき ほり 1 かとうこうたろう えむら いけだ

佐藤 梶田将希 堀 3 加藤宏太郎 江村 池田
東部中 松原中 西部中 3-4 0 3 2 1-29 松原中 高森台中 坂下中

かつ すずきそら あんどうたいせい いむら なかしま みずの

勝 鈴木大空 安藤大晴 3 井村 中島 水野
高森台中 坂下中 松原中 1-14 0 3 3-8 柏原中 東部中 鷹来中

ひらこ かわむら さいとう 2 かわぐち はやし いとうゆうせい

平子 河村 齋藤 3 川口 林 伊藤悠栖
中部中 西部中 柏原中 2-8 3 0 1-30 西部中 石尾台中 松原中

いえき むとう よしかわ 1 もりや あおき ひしろ

家城 武藤 吉川 3 守矢 青木 樋代
松原中 鷹来中 高森台中 1-15 0 3 3 2-16 鷹来中 中部中 高森台中

あさやま かとう かとうそら まただいら かたやま はせがわ

朝山 加藤 加藤空 3 3 又平 片山 長谷川
西部中 石尾台中 松原中 坂下中 松原中 知多中
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