
　　男子単（１）

　

67 75

浮田　透心 (大府南)

伊藤怜央斗 (南　城)
中田　陸斗 (港　北)

122

工藤　太陽 (南　山)
縣　　涼介 (津賀田)

15

28
13

95 99

永瀬　光規 (長久手)

山口凜大朗 (名　電)

66
74

平松　亮汰 (豊川中部)

中川　奏汰 (高針台)
高橋　　慶 (春日井東部)

篠崎　　陸 (鬼　崎)

都築　佑亮 (半　田)
宇都宮武史 (岩成台) 29

14

彦田　禅二 (章　南)

109 111福岡　暖大 (半　田) 横井　雄太 (松　原)

12 27

畑野　潮音 (御幸山)

永瀬陽未来 (長久手) 稲垣　拓斗 (犬　山)
11 26

平田　敦士 (大府北)

10 25
渡邊　日向 (横須賀)

65 73

94 98

浦田　生侍 (春日井東部)尾関　崇史 (鷹　来)

宮下　大輝 (東　海)

227

116 117
寺嶋  　駿

三木　悠汰 (富　貴)

本間　暖人 (名古屋) 藤﨑　瑛士 (桜　丘)

野田　康平 (南　山)國部　晃功 (犬山南部)

9 24

216

(名　電)

(西成東部)

63 71
竹本　  成 (岡崎北)太田　光軌 (小坂井)

松本　啓汰 (富士松)浅野　丈徳 (西　春)

大津　壮平 (大府西)

120森田　康介 (大里東) 杉村　泰知

8 23

64 72

浅野　哲平 (猪　高)

千種　陸斗 (振　甫) 奥村　亮介 (名古屋)

5 20

93 97

194

62 70
三河　貴靖 (東　海)

後藤　　楓 (岡崎南) 髙垣　航矢 (岩成台)

稲葉　花道 (乙　川)木村　滉太 (阿久比)

3 18
松尾　悠生 (応　時)

108

大谷　健人 (田　原)

110
川北　有祐 (大府南)植村　　空 (高師台)

立松　大樹 (高針台)

石川　堅晴 (南　城) 小畠　颯太 (大　府)

2 17

61 69

161

92 96

酒井俊太朗 (阿久比)

林　　睦月 (代　田) 片岡　秀眞 (日進東)

菱田　和也 (植田中) 岡村　知輝 (港　北)

冨田万南斗 (市　邨) 寺西　　情 (市　邨)

60 68
関　　創太 (鷹　来)加藤　健介 (大　府)



　　男子単（２）

(市　邨)

川口　幸士 (大里東)

野々村俊輔 (長久手北)

83 91
長谷川　聖 (春日井東部)

石川　純人 (大府南)

44 永森　一輝

(大府北) 村松　碧斗 (南　城)

加藤　優汰 (　泉　) 伴　　陽登 (大府西)

43 59

大澤　良能

56
川口　結斗 (春日井東部) 澤崎　　駿 (長久手)

113 115中西　　快 (尾張旭東) 松下　蒼馬

(上　社) 佐藤瑶太朗 (名古屋)

42 58

103 107

(大　塚)

41 57

82 90

黒川　脩太

89
濵地　諒拓 (犬　山)

杉村　瞭太 (富木島) 降矢　佳知 (高針台)

40

中野　　葵 (阿久比) 小川慎之佑 (尾西第二)

築山　凌芽 (港　北) 加藤　大聖 (大府北)

38 54

102 106

宮島　世名

80 88
大下　大輝

(鷹　来)杉村　真弥 (西成東部)

三宅爽太朗 (名　電) 久湊　脩斗 (桜　田)

39 55
大野　太陽 (大府西)

81

毛利健太郎 (西枇杷島) 鈴田　雅季 (大府南)

岡島　光汰 (日　進) 121 渡邉颯空人 (富　貴)

37
(一　柳)

53
平手　斗夢 (犬山東部)

鈴木　悠太 (高師台)

田中　啓之 (南　山) 横道　泉斗 (御幸山)

36 52

118 119

35 51

79 87
尾田　悠翼 (岡崎南)

101 105

馬場　快成 (有　松)
加古　昇太 (大府西)

舟橋　寿亮 (鷹　来) 新海　空翔 (阿久比)

78 86
柴田　康汰 (岩成台)

岩月隆之助 (岩成台)
武市　　直 (東　海)

34
50

田中　夏風 (豊川中部)

小林　建輝 (藤　森)
水野　瑛太 (稲沢西)

33
49

寺嶋　紘輝 (大　府)

32
48

佐藤悠太朗 (名古屋)

112 114

(半　田)

31 47
山本ひろあ (半　田)

77 85
二村　　賢 (南　山)

柴田龍之介 (南　城)
カリノカシ (乙　川)

近藤　海裕 (市　邨)

76 84
齋塲　大斗 (名　電)

桃原　章剛 (東　海) 大嶋　勇也 (大　府)

30 46

100 104

野瀬　廉平 (甲　山)

45

鈴木　恒河 (大府北) 眞弓　新梧 (港　北)

濱島　健瑠 (高針台) 大土橋　秀



　　男子複（１）

安井　　葵･築山　透弥 (港　北)

77

渡邉颯空人･三木　悠汰 (富　貴) 浮田　透心･鈴田　雅季 (大府南)

伊藤　　薫･桒山　和繁 (大府北)

73

22 30
近藤　叡･大久保雄一郎 (東　海)

加藤　順星･田中　啓之 (南　山)

50 54
後藤　　楓･尾田　悠翼 (岡崎南)

(鷹　来)

64 66

築山　凌芽･中田　陸斗 (港　北) 岡田　梨玖･松本　悠史 (岩成台)

21 29

岩月隆之助･宇都宮武史

(東　海)

河合　徹郎･望月　柊優 (大府南) 大貫　秀明･右田　悠馬 (大府西)

20 28

山口凜大朗･髙見　輝 (名　電) 舟橋　寿亮･尾関　崇史

横井　拓斗･清水康太郎 (南　山) 6

49 53

小川　舜介･三河　貴靖

(岩成台)

(半　田) 中川　奏汰･春口　彰人 (高針台)

19 27
杉浦　天空･森　　亮太 (半　田)

梶田　竜馬･谷岡　洸希 (春日井東部)

佐藤悠太朗･佐藤瑶太朗 (名古屋) 平田　敦士･加藤　大聖 (大府北)

71 72
75

記井　響生･鈴木　悠太

2 5

18 26
栗田　知輝･野田　悠太 (乙　川)

17 25

井上　貴翔･金井　琉星 (大　府) 野村　耕生･山田　恭平 (大　府)

48 52

岡戸　智隆･東窪　勇斗 (阿久比) 寺嶋　　駿･三宅爽太朗 (名　電)

関　　創太･小林　誉也 (鷹　来)

立松　大樹･陣内　悠宇 (高針台) 岡野　陸斗･進藤　楓輝 (南　城)

16 24

大野　太陽･伴　　陽登 (大府西)

1
4

47 51

酒井　翔基･深谷良太朗 (名古屋)

植村　　空･鈴木　悠太 (高師台)

63 65

大脇　孝明･尾形　俊輔 (南　城) 川口　結斗･浦田　生侍 (春日井東部)

杉村　泰知･杉村　真弥 (西成東部)冨田万南斗･永森　一輝 (市　邨)

2315
正村　莉久･伊藤　春騎 (阿久比)相川　周諒･山本　暁斗 (乙　川)



　　男子複（２）

大津　壮平･加古　昇太 (大府西) 川口　幸士･森田　康介 (大里東)

14

38 46
田邉　良樹･北條　　快 (高針台) 桃原　章剛･中西　崚太

68 70

畑野　潮音･横道　泉斗 (御幸山) 鈴木　恒河･若林　　快 (大府北)

37 45

早川　旺輝･野口　蒼生 (南　城) 浅井　翔陽･坂井　一葉 (岩成台)

58 62

間山　流聖･青木　英治 (阿久比) 大久保昂一郎･雑賀充樹 (大　府)

10
(東　海)

(春日井東部)

長谷川　聖･高橋　　慶 (春日井東部) 宮島　世名･加藤　光稀 (鷹　来)

36 44

武市　　直･宮下　大輝 (東　海) 野田　康平･二村　　賢

工藤　太陽･渋谷　侑磨 (南　山) 13

57 61

前原　綾太･佐藤　　陸

(南　山)

髙垣　航矢･柴田　康汰 (岩成台) 赤堀　生龍･奥村　亮介 (名古屋)

73 74
76

増田　大翔･花井　勇也

9 12

34 42
吉田　拓真･山崎　優太 (半　田)

(大府南) 小畠　颯太･寺嶋　紘輝 (大　府)

35 43
平山　櫂成･中村　優斗 (乙　川)

大山　昊耀･池田　龍平 (南　城)

33 41

古畑　拓磨･本間　暖人 (名古屋) 濱島　健瑠･降矢　佳知 (高針台)

56 60

岡村　知輝･眞弓　新梧 (港　北) 鈴村　　暁･中尾　真人 (大府南)

都築　優斗･下林　知史 (港　北)

深谷　朋広･鷲尾　　優 (大府北) 鈴木　裕太･緒方　悠月 (大府西)

32 40

田中　夏風･平松　亮汰 (豊川中部)

8 11

55 59

亀井　良介･藤原　陸百 (鷹　来)

永瀬　光規･永瀬陽未来 (長久手)

67 69

山田　　聖･山田　拓人 (乙　川) 内海　康智･奥村　柾樹 (阿久比)

近藤　海裕･寺西　　情 (市　邨) 鈴川　拓実･吉川　晶太 (市　邨)

31 39
米倉　諒多･齋塲　大斗 (名　電) 酒井　結都･足立　義香 (半　田)



　　女子単（１）

　 　

河辺　美颯 (市　邨) 古舘菜々美 (大府北)

43 51
ナガヤマ花音 (岩成台) 工藤　千愛 (淑　徳)

山下　莉依 (阿久比)

熊谷　沙南 (鷹　来) 松岡　遥優 (青　海)

44 52

柴田真由子 (神　丘)

1 7

107 111

神谷　向日葵 (大　府)

浅井　美穂 (長久手)

139 141

高橋　花音 (横須賀) 寺澤　愛菜 (春日井中部)

馬場　花奈 (名大附)

2 小川　結菜 (蟹江北)

108 112

片山　美羽 (乙　川)

大前　りお

45 53

(高蔵寺) 木村ひより (港　北)

3 8

46 54
山來　愛華 (守　山) 角本　桜子 (治郎丸)

松永　紗和 (大　治) 板津　菜々 (犬　山)

155 156
163

松久保芽衣 (天神山) 犬飼　乃愛 (加木屋)

47 55
駒田　夏葵 (松　原) 鈴木富紗乃 (南　山)

4 9

109

川畑　結菜 (名　電)

113

髙橋　沙和 (岩　倉)

清水理彩乃

鈴木　杏胡 (西尾東部) 前田　芽杏 (南　城)

海老原ゆか (愛教大附岡崎) 遠山　真結 (本　郷)

(半　田) 鈴木　来実 (成　岩)
5 10

48 56

140 142

加藤瑚々奈 (高針台) 米津　咲良 (蒲　郡)

49 57

山田　彩空 (平　坂) 東田りょう (聖　霊)

110 114

鈴木　桃奈 (章　南) 千葉みずほ (天　白)
6 11

(大府西) 深見莉和菜 (豊　山)

50 58
小川こころ (春日井東部) 坂部　綾女 (武　豊)169

167 168
押切　涼乃



　　女子単（２）

小立　采音 (大　成) 山脇　杏梨 (金　屋)

59 67
小池　月乃 (半　田) 瀬戸山結来 (港　北)

阿知波由依 (富木島)

渡邉　杏和 (赤羽根) 鈴木　結奈 (青　山)

60 68

佩川奈々美 (大府南)

12 17

115 119

末次　晴菜 (高蔵寺)

中村めぐみ (豊川中部)

143 145

近松　柚音 (鷹　来) 鈴木　日和 (淑　徳)

鈴木　愛奈 (港　北)

13 福谷　実優 (成　岩)

116 120

渡邉　美空 (高　豊)

山口　朋華

61 69

(武　豊) 杉本　加奈 (春日井東部)

14 18

62 70
堀川　　凜 (大　治) 小倉　千佳 (豊橋南陵)

唐　　欣宇 (師　勝) 百合草樺蓮 (大府北)

157 158
164

原　　明来 (松　原) 伊藤亜咲実 (西枇杷島)

63 71
森川かをり (南　山) 佐々木真琳 (水　野)

15 19

117

飯塚　花音 (柏　原)

121

村上　千夢 (名大附)

松尾　佳音 (大　府)
澤木　里心 (矢　作) 20

64 72
水野　結萌 (尾張旭西)

安達　柚季 (大府西) 山田綺彩良 (本　郷)

144 146

林　　愛理 (岩成台) 鈴木　理子 (春日井中部)

65 73

鈴木　理乃 (高針台) 浅井いおり (鳴　海)

118 122

柳　　雪菜 (聖　霊) 上野　莉瑚 (乙　川)

齋藤　そら (南　城)

　

向井　温菜 (市　邨) 小笠原侑花 (西尾東部)

16 21

66 74
新本　海美 (上　野)



　　女子単（３）

岡本　　萌 (犬　山) 小林　愛菜 (大府北)

75 83
水垣　彩花 (阿久比) 治部田快春 (矢　作)

倉地　響子 (半　田)

日比野万紘 (淑　徳) 青木　香澄 (神の倉中)

76 84

治部田菜羽 (矢　作)

22 28

123 127

伊藤　菜結 (松　原)

山内麻由郁 (藤　森)

147 149

廣田佳菜子 (大府南) 多和田佳乃 (聖　霊)

濱見　帆花 (幡　山)

23 角倉　莉菜 (西尾東部)

124 128
鈴木　さら (武　豊)

髙瀬　紗良

77 85

(鷹　来) 山元　優奈 (南　城)

24 29

78 86
坂本　羽咲 (犬　山) 松尾　風歌 (大　府)

磯部あやめ (大曽根) 藤井　心町 (大　高)

159 160
165

後藤　和夏 (篠　岡) 金田　有加 (豊川中部)

79 87
齋藤天咲媛 (守山東) 桑本　美咲 (高針台)

25 30

125

夏目　幸奈 (章　南)

129

岡澤妃奈希 (横須賀)

高須　愛惟

渡邊　愛巳 (阿久比) 大藪　琴葉 (乙　川)

川島　千裕 (春日井中部) 池村まりな (大府西)

(平　坂) 久野　有星 (岩成台)

26 31

80 88

148 150

土屋凜々子 (南　山) 伊藤　衣里 (田　原)

81 89

村松　由菜 (高　豊) 大床　瑠南 (春日井東部)

126 130

齊藤　美羽 (名大附) 平野　愛実 (成　岩)

27 32

(長久手北)

82 90
斎藤　里桜 (本　郷) 前田　　楓 (桜　田)

　

中上　未来 (市　邨) 畔柳　　碧



　　女子単（４）

　

鈴木　更沙 (大　府) 山本　真緒 (鷹　来)

91 99
岩月　愛桜 (南　山) 天野　玲希 (西尾東部)

久野友里乃 (円　上)

宮田　琴羽 (名大附) 清水　優羅 (松　原)

92 100

濱見　凜音 (幡　山)

33 38

131 135

三木　大夏 (大　高)

向田　れい (神　丘)

151 153

岩崎　加奈 (成　岩) 片岡　杏胡 (日進東)

田中　月乃 (犬　山)

34 林　　淑美 (田　原)

132 136

杉崎　花歩 (高蔵寺)

竹内　美祈

93 101

(半　田) 井上　莉来 (港　北)

35 39

94 102
森本　未菜 (聖　霊) 佐藤　綾香 (岩成台)

稲向　　彩 (　旭　) 坂本　菜春 (大府西)

161 162
166

小澤　咲希 (大府北) 後藤　優歩 (岡崎南)

95 103
神谷　沙華 (乙　川) 辻本和香奈 (桜　丘)

36 40

133

東野　由奈 (淑　徳)

137

藤村　愛莉 (南　城)

山下　紗希 (春日井中部)

鈴木　心彩 (章　南) 41

96 104
田中　愛美 (加木屋)

松元　碧彩 (豊　山) 高木　星邑 (長久手南)

152 154

市村　優羽 (円　上) 米津　帆夏 (蒲　郡)

97 105

伊藤　友美 (横須賀) 鈴木　茉奈 (阿久比)

134 138

柏崎　美雨 (高針台) 稲葉　真菜 (武　豊)

有賀　琴音 (春日井東部)

山田　久遠 (　暁　) 尾形　珠季 (市　邨)

37 42

98 106
松原　帆南 (東　山)



　　女子複（１）

(淑　徳)

成田　夢彩･納谷心乃香 (港　北)

105

小澤　咲希･古舘菜々美 (大府北) 押切　涼乃･坂本　菜春 (大府西)

11 21
鈴木　心彩･夏目　幸奈 (章　南)

50 58

82

長瀬　由依･田代　真穂 (松　原)杉谷　美緒･増田　美柚 (大府南)

北本　夢乃･牧　　菜々 (淑　徳) 谷口　瑠菜･村田　理彩 (南　城)

笠井つばさ･畑守　　澪

92

(武　豊)向田　れい･柴田真由子 (神　丘)

山田　彩空･高須　愛惟 (平　坂)佐野　美鈴･増田　夏帆 (大　成)

2010

78

94 宮田　琴羽･馬場　花奈 (名大附)村井　瑠璃･伊藤　柚希 (南　城)

199

49 57

(春日井東部)坂本　羽咲･田中　月乃 (犬　山)

竹山　明希･服部　真帆 (南　山) 久野　優月･牛之濱七望 (大府西)

鈴木　美結･石川　優奈 (半　田)小柳津千尋･奥　あおい (乙　川)

177

77 81

8 18
大床　瑠南･山崎菜々子 (春日井東部)

48 56
北條　郁純･藤井万菜香 (高針台)

葛谷　瑚子･皿井　　南

3
(乙　川)

横山　　楓･敦賀はなこ (大　府)

4
齊藤　美羽･村上　千夢 (名大附)

45

14
林　　愛理･久野　有星 (岩成台)

91 93
杉浦　未唯･佐藤　綾美

53
大前　りお･末次　晴菜 (高蔵寺) 佐藤　加奈･八坂　梨央 (大　府)

5

76 80

清水　莉子･清田　乃愛 (市　邨)

大倉　蓮香･永田　ゆい (成　岩)

森　　柚葉･蜷川　すや (成　岩) 東田りょう･多和田佳乃 (聖　霊)

2 13
森　　彩葉･永瀬　璃瑚

1 12

75 79

服部　瑠唯･吉本　沙永 (聖　霊)

(松　原)

44 52
熊埜御堂さくら･渡邉優名 (阿久比)

柏崎　美雨･鳥居　采音 (高針台) 傳田　彩華･小林　真由 (春日井中部)

河辺　美颯･尾形　珠季 (市　邨) 山本　真緒･近松　柚音 (鷹　来)

43 51
中村　紗彩･小松　芽久 (阿久比) 上野　帆瑠･棚橋　優華 (南　山)

小笠原侑花･角倉　莉菜 (西尾東部)

松永　紗和･堀川　　凜 (大　治)

池田　琴音･浦田　りの (半　田)

鈴木沙奈美･堀尾　芽生 (鷹　来) 辻出　　葉･金巻　碧来 (岩成台)

坂田　彩乃･冨田妃奈乃 (大府北)

99 100

6 16

46
54

103
川島　千裕･鈴木　理子 (春日井中部)

47 55

髙橋　琉菜･有賀　琴音

15
木村ひより･鈴木　愛奈 (港　北) 伊藤　愛華･木下　真生 (高師台)

川畑　結菜･森本　花音 (名　電)伊藤　友美･岡澤妃奈希 (横須賀)



　　女子複（２）

　

小林　愛菜･百合草樺蓮 (大府北)中上　未来･前田　流音 (市　邨)

(名大附)

32 42
志水　愛海･八木　愛佳 (南　城)

66 74
城田みうら･廣瀬　華枝 (春日井東部)

　

86 90

永田　郁奈･山下　真央 (乙　川)熊谷　沙南･髙瀬　紗良 (鷹　来)

古谷　琴音･田中　日野 (阿久比) 酒井　宥乃･今井　楓子

39後藤里杏良･永田　愛実 (大　府)

64 72
波平　花香･瀬戸山結来 (港　北)

ﾅｶﾞﾔﾏ花音･坪井 奈々美 (岩成台)

(大府北)

4030

65 73
加藤　萌歌･森本　未菜

森　あゆ伽･阿蘇　遥奈

31

(淑　徳)

41

96 98 加藤瑚々奈･鈴木　理乃

(南　山)鵜飼由理子･舩坂　咲希

(高針台)下平　結菜･鈴木　結衣

(聖　霊)

遠山　真結･山田綺彩良 (本　郷)

7163
鈴木　杏胡･天野　玲希 (西尾東部)南　　ひな･田中　綾乃 (名大附)

3828

85 89

(成　岩)

久野　栞奈･相羽　夏来 (大　府)羽山　瑠果･鳥居　真帆 (武　豊)

石原　　愛･杉本　加奈 (春日井東部)

澤木　里心･治部田菜羽 (矢　作)

高重　春菜･鳥居　風花 (武　豊)

寺澤　愛菜･山下　紗希 (春日井中部)

25

61 69

26

84 88

36
山本　芽生･山田　栞菜 (大府西) 水野　妃賀･前田亜澄美 (阿久比)

橋本　翠月･尾関　真侑 (大　成)小野　柚羽･田中　芙実 (高師台)

27 37

62 70
濱見　凜音･濱見　帆花

24 35

95
加藤　遙翔･三輪　真世 (半　田)

97

60 68
佐々木　初音･森万乃佳 (半　田)

小川　詩暖･中根　愛菜 (松　原) 大竹　芽惟･白垣　寧々 (淑　徳)

林　　淑美･伊藤　衣里 (田　原)

村松　由菜･渡邉　美空 (高　豊) 若尾　　華･武田　和佳 (鷹　来)

23 34
稲垣阿朱実･榊原　晴香 (成　岩)

22 33

83 87

瀬川　鈴萌･柳　　雪菜 (聖　霊)

深見莉和菜･松元　碧彩 (豊　山) 大矢　杏紗･加藤杏里紗 (市　邨)

59 67
松原麻里奈･森　こころ (高針台) 近藤　七虹･中川　姫那 (松　原)

金田　有加･中村めぐみ (豊川中部)

廣田佳菜子･佩川奈々美 (大府南)

山本　優樹･白澤　咲花 (南　城)

犬飼　乃愛･田中　愛美 (加木屋) 木村　桃菜･林　　見優

沢田　愛美･市川　菜月 (乙　川)

井上　莉来･松下　奏音 (港　北) 佐藤　綾香･豊福　美恵 (岩成台)

(幡　山)雜賀　智代･鈴木　舞菜 (南　山)

安達　柚季･木下　心寧 (大府西)

101 102

104

29



４月６日に，委員による組み合わせ会議を行いました。
各団体にて，選手の名前があるかご確認ください。
不備がある場合は，鷹来中学校（0568-83-9897）の大島までお知ら
せください。

なお，大会要項にもありますが，以下のことを再度ご確認ください。

○ ４月２７日は男女ダブルスの全試合，男女シングルスの１回戦を
行います。
BS試合番号59、GS試合番号42まで行います。なお、ダブルスの進行
の都合上入る試合順が前後することがあります。
○ ４月２８日は男女シングルスの全試合を行います。
○ 最終コールが１８時以降になることが予想されます。本大会では
得点制限を設けなるべく遅くならないよう対応をしますが、ご了承くだ
さい。
○ 当日は，体育館入口外にて受付（プログラム等の配付）を行いま
す。
○ 入場は，監督または代表者先導のもと，座席まで歩いて移動して
ください。
○ 座席は地区ごとに割り振られています。


