
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3年の部

いくた うちだ こばやし はやしゆうた はやかわ つつい しばた

幾田 内田 小林 林侑汰 早川 筒井 柴田

坂下中 東部中 高森台中 柏原中 2-1 3 3 2-9 中部中 柏原中 坂下中
3 3

ひろせ くまざわ たじま うさみ いまがわ きむら

廣瀬 熊澤 田島 宇佐美 今川 木村

松原中 柏原中 中部中 1-1 1 0 0 1-5 鷹来中 東部中 知多中

ふかい はなばた やなぎだ こいずみ みむら まつうら

深井 大森 柳田 3-1 3-5 小泉 三村 松浦

鷹来中 石尾台中 知多中 3 3 3 3 中部中 高森台中 柏原中

ささき かわぐち まえだ むねだ ふくおか さわやなぎ

佐々木 河口 前田 棟田 福岡 沢柳

高森台中 東部中 柏原中 2-2 3 0 1 2-10 知多中 東部中 石尾台中

つの みむら はにゅう かわぐち うめもと くりた

津野 三村 羽生 1 3 川口 梅本 栗田

柏原中 中部中 知多中 4-1 4-3 柏原中 松原中 高森台中
3 1

かわつ なかもり いしだ あさくら みやた いかい

川津 中森 石田 朝倉 宮田 猪飼

西部中 知多中 石尾台中 2-3 2 1 2-11 高蔵寺中 石尾台中 中部中
3 1

かわづ ふるかわ はずみ さかい ぬのびき えのもと

河津 古川 羽澄 3 3 酒井 布引 榎本

東部中 高森台中 柏原中 坂下中 鷹来中 高森台中

おの いまみや ふじた すがた あだち すずき

小野 今宮 藤田 3-2 0 1 3-6 菅田 足立 鈴木

中部中 柏原中 松原中 1-2 3 2 1-6 東部中 中部中 松原中
1 1

なかむら こうだ えのもと いぐち こんどう まつもと

中村 幸田 榎本 0 3 井口 近藤 松本

石尾台中 鷹来中 東部中 2-4 2 3 2-12 高森台中 知多中 柏原中

さいとう おぐち なはら ただ こうけつ やまだ

齋藤 小口 成原 3 3 多田 纐纈 山田

知多中 坂下中 中部中 5-1 2 3 5-2 石尾台中 西部中 東部中

6-1
ちょう ささき かとうゆうと まつい ささき みずの

張 佐々木 加藤優斗 松井 佐々木 水野

高森台中 西部中 東部中 2-5 3 1 2-13 松原中 柏原中 坂下中
3 1

いしはら たきぐち おがわ くにしま いながき いとう

石原 滝口 小川 國島 稲垣 伊藤

石尾台中 松原中 柏原中 1-3 1 0 3 0 1-7 知多中 東部中 鷹来中

ふるかわ はせがわ たばた すずき もりなが たかぎ

古川 長谷川 田畑 3-3 3-7 鈴木 森永 髙木

中部中 知多中 鷹来中 3 3 3 3 中部中 高森台中 柏原中

ふじおか えぐち かわぐち かとう かとうのりひろ もりしま

藤岡 江口 川口 加藤 加藤徳啓 森島

東部中 柏原中 高森台中 2-6 1 2 3 3 2-14 坂下中 東部中 知多中

よしだ かわせ はせがわ すずき わかばやし やな

吉田 川瀬 長谷川 3 2 鈴木 若林 梁

坂下中 中部中 石尾台中 4-2 3 4-4 鷹来中 石尾台中 中部中

みやい しまだ にしお おぐり かわぐち はしもと

宮井 島田 西尾 小栗 川口 橋本

知多中 東部中 松原中 2-7 0 0 2-15 柏原中 知多中 東部中
3 0

まつもと おだ いまい いとう たにぐち かねこ

松元 小田 今井 3 3 伊藤 谷口 金子

鷹来中 高森台中 中部中 石尾台中 中部中 高森台中

ばんの むねさと みずの ひらまつ じんの いなだ

坂野 宗里 水野 3-4 0 1 3-8 平松 神野 稲田

中部中 石尾台中 西部中 1-4 0 3 1-8 高森台中 柏原中 知多中
2 1

たにおか にしお いけだ かとう かとう ひとみ

谷岡 西尾 池田 3 0 加藤 加藤 人見

松原中 坂下中 柏原中 2-8 1 3 2-16 西部中 松原中 鷹来中

おぎはら あかや てらざわ おおさわ はやしゆうた よしだ おだ

荻原 赤谷 寺澤 3 3 大澤 林優汰 吉田 尾田

柏原中 知多中 東部中 東部中 柏原中 石尾台中 坂下中
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B36 24

B33 24

B34 24

加藤

（坂下中）
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