
　　男子複（１）

斎藤　太智･松枝　志龍 (東　海)

74

井戸　寛也･安井　渉陽 (柏　原) 吉田　翔太･吉田　涼太 (鶴　城)

中井　大雅･鷹羽　快斗 (大府北)

53

19 27
河田　賢斗･原田　悠希 (南　山)

朝倉　悠太･足達　　陵 (訓　原)

47 51
竹内　陽生･杉本　竜樹 (乙　川)

61 63

佐護　太一･野宮　楓雅 (半　田) 児玉　一輝･舟橋　諒 (阿久比)

18 26

本田　一輝･大網　伶雄 (高針台)

(名古屋)

16 24
森上　正崇･森岡　和春 (春日井東部)

2 今給黎直也･久野稜太郎 (大府北)

吉田　裕紀･髙垣　竣平 (高針台)

17 25

清水　康生･清水　俊樹 (天神山) 山田　彩暉･三鬼　竜星 (日進東)

46 50

橋本　亜門･黒田　崇暉 (名古屋)

和田　陵汰･熊谷有希也 (鷹　来)

14 22

久野　　樹･松﨑　愛登 (大府南) 久保田蓮也･牧田　夏輝 (大府西)

45 49

二見　椎名･近藤　央崇 (大　府) 金川　　巽･珍田　哲利 (半　田)

15 23

小原　稜哉･片山　雄貴 (岩成台) 服部　颯太･石谷　凌一 (市　邨)

68 69
72

田中　海志･坂部　良弥 (乙　川) 鹿島健士郎･岡田　康暉

與語　哲志･佐伯　歩夢 (南　城)

加藤　郁哉･内田　拓志 (大府西) 加藤　康祐･田中陽一朗 (春日井東部)

13 21

桜井　律樹･屋久　航輝 (鎌倉台)

1
4

44 48

鈴木　翔大･泉山　由成 (鎌倉台)

稲垣　颯大･中村　天飛 (愛工大附)

60 62

銭　　志浩･佐高　将矢 (東　海) 奥原　慶介･奥村　大雅 (南　城)

城川　真輝･吉水宏太郎 (大府南)夏目　朱理･余吾　　慧 (市　邨)

2012
伊藤　洋祐･上村　皇汰 (岩成台)佐藤　　光･今村　優佑 (阿久比)



　　男子複（２）

(鷹　来) 石田健太郎･廣比　祐貴 (名古屋)

小山　陸斗･杉沼　岳飛 (高針台) 河辺　颯真･志賀　伊吹 (市　邨)

鵜飼　　明･青木　秀磨

65 67

井上　力輔･北岡　宏斗 (名古屋) 宮﨑　　舜･大西　康平 (大府北)

34 42

竹内　俊介･松下英汰郎 (半　田) 加藤　　陸･亀井　大樹 (東　海)

55 59

久野　蒼馬･寺嶋　克騎 (大　府) 前村　環太･山中　和樹 (半　田)

8 11

35 43
山本　浩大･田村　翔一

塚原　光流･伴　　寛登 (大府西) 宮原　右京･井田　柚月 (鷹　来)

32 40
蟹江健太郎･藤村　悠生 (鎌倉台)

(南　山)

33 41

鈴木　貴大･大口　尚真 (師　勝) 鈴田　陸斗･大野　晃嗣 (大府南)

6 新美　郁弥･桝内　雄成 (阿久比)

54

後藤　一起･稲垣　旺介 (南　城)

58

石川　諭揮･加藤　泰生 (大　府)

30 38

錦戸　琉星･松尾　将吾 (阿久比) 香月　隆杜･宮下　拓也 (南　山)

53 57

山田　　暖･中島慎之亮 (乙　川)

荒木雄喜･勅使河原冬輝 (鷹　来) 10

31 39
林　澪邑･久野　聖友 (岩成台)

木原　聖太･長谷川尚紀 (大府南) 福井　優志･小嶋　大和 (鎌倉台)

70 69
73

加藤　暖基･牛之濱拓真 (大府西)

加藤　大智･堀内章太郎 (東　海) 彦田　凜･清田　照瑛 (章　南)

29 37

中野心一郎･中村　駿 (乙　川)

6 9

52 56

安達　俊介･浅井　優希 (南　山)

中野　創太･半澤　正次 (春日井東部)

64 66

鈴木小太郎･月原　拓真 (岩成台) 近藤　良一･村島　伶哉 (大　府)

中村　玲央･太田　光哉 (市　邨) 松岡　利浩･鬼塚新乃介 (南　城)

28 36
加藤　波瑠･平野　称多 (大府北) 伊吹　光矢･濱口　大世 (高針台)



　　男子単（１）

　

浅井陸之進 (愛工大附)

118

阿保　龍斗 (市　邨) 太田　光哉 (市　邨)

平野　雅也 (知　多)

木村　大和 (植　田)
田中　崇悟 (加木屋) 26

12

91 82

中村　天飛 (愛工大附)

大網　伶雄 (高針台)

今給黎　直也 (大府北)
酒井　　瞭 (大府北) 27

13

63 71
森上　正崇 (春日井東部)

内田　偲惟 (乙　川)

井田　柚月 (鷹　来) 屋久　航輝 (鎌倉台)
10 24

塚原　光流 (大府西)
井戸　寛也 (柏　原)

105 94大谷　悠斗 (田　原) 八木　悠貴 (明　豊)

11 25
井上　力輔 (名古屋)

62
70

橋本　亜門 (名古屋)

鈴木小太郎 (岩成台)畑中　秀友 (あずま)

8 22

90 81

村井　秀羽 (阿久比)中井　颯樹 (南　城)

浦田隼太朗 (半　田) 彦田　　凜 (章　南)
9 23

森　　渓亮 (作　手)

61 69

福井　優志 (鎌倉台)

116 吉田　涼太 (鶴　城)

21生田　　陸 (日　進)

60 68

207

112 113
宮原　右京 (鷹　来)

59 67
清田　照瑛 (章　南)山本　藍生 (神　丘)

清水　俊樹 (天神山)加藤　康祐 (春日井東部)

浅田　大斗 (乙　川) 鵜飼　　明 (南　山)

山本　翔太 (大　府)久野　　樹 (大府南)

196

水野日比樹 (青　海)

岡田　晃輝 (矢　作) 足達　　陵 (訓　原)

5 18

89 80

174

58 66
浦本　啓吾 (六ツ美北)

3 16
中西　　涼 (尾張旭東)

104

杉山　賢吾 (半　田)

93
長谷川尚紀 (大府南)小原　稜哉 (岩成台)

加藤　　陸 (東　海)

上野　裕貴 (阿久比) 久保田蓮也 (大府西)

2 15

57 65

141

88 79

佐高　将矢 (東　海)

青木　秀磨 (南　山) 溝上　大貴 (祖父江)

飯田　透也 (春　日) 三鬼　竜星 (日進東)

李　　　正 (大　府) 小山　陸斗 (高針台)

56 64
加藤　柊人 (南　城)岩田慶次郎 (汐　路)



　　男子単（２）

(岩成台)

河辺　颯真 (市　邨) 夏目　朱理 (市　邨)

55
浅井　　弾 (豊　国)

79 87
月原　拓真

103
黒川　悠也 (大府北) 木原　聖太 (大府南)

大口　尚真 (師　勝) 久野　晃規 (大　府)

41

岡田　康暉 (名古屋) 牧野　歩希 (豊川東部)

40 54

99

111稲葉　　翼 (乙　川) 山田　晃平 (松　原)

39 53

78 86
川東　大介

(半　田)

77 85
朝倉　悠太 (訓　原)

大場　勝慎 (田　原) 松永　慈恩 (大　治)

38 52
稲垣　颯大 (愛工大附) 安井　渉陽 (柏　原)

109

(南　城) 三ツ石誠弥 (有　松)

(高針台)

76 84
青木　太陽 (半　田)

松山　尊士 (猪　高) 荒木　雄喜 (鷹　来)

36 50

98 102

伊藤　拓海 (七宝北)岡戸　幹昌 (阿久比)

半澤　正次 (春日井東部)
伴　　寛登 (大府西)

37 51
山本　大誠

大石　花颯 (長久手南)

山田　彩暉 (日進東) 117 鈴木　貴大 (師　勝)

35 49
杉沼　岳飛

34 48

114 115
清水　康生 (天神山)

75 83
西脇　光輝 (大　府) 加藤　大智 (東　海)

和田　陵汰 (鷹　来) 香月　隆杜 (南　山)

片山　雄貴 (岩成台)
宮﨑　　舜 (大府北)

小嶋　大和 (鎌倉台) 伊藤　伊吹 (桜　丘)

33 47

中野　創太 (春日井東部)

松浦　歩高 (竜　海)
熊沢　大海 (東　郷)

32
46

97 101

31
45

稲垣　拓希 (犬　山)

74 82

30
44

銭　　志浩 (東　海)

108 110
武田　　晃 (阿久比)

二宮　　俊 (富木島)
鹿島健士郎 (名古屋)

中川　聖哉 (乙　川)

遠藤　　翼 (清　洲) 長谷川伸之輔

29 43
加藤　郁哉 (大府西)

28 42

96 100

石塚　　元 (柏　原)

73 81
井村　成吾 (守山西)

中谷　拓斗 (千種台)
蟹江健太郎 (鎌倉台)

城川　真輝 (大府南) 吉田　翔太 (鶴　城)

72 80
宮下　拓也 (南　山) 野山　　亮 (高針台)



　　女子複（１）

大野さくら･西山　佳蓮 (大　府) 加藤　千尋･小林　桜花 (大府北)

(岩成台)

44 52
正田　　凜･衛藤　柚奈 (鎌倉台)

99

51
林　香菜美･後藤　杏実

(乙　川)北條　萌々･北條　果乃 (高針台)

鈴木さくら･榊原　　玲 (乙　川) 石崎　菜央･野田ももこ (大　府)

9 18
江口　綾香･織田理華子

山本　琴女･佐久間望永 (田　原) 戸澤　紗良･後藤　優佳 (半　田)

7 15

(春日井東部)

宮田　沙季･春日井詩織 (南　城)新美　純佳･豊田芹里菜 (成　岩)

178

72 76

小出石美月･鶴薗　　楓

86 88 伊藤さくら･長﨑　弥生 (名大附)

青山紗久良･稲向　　咲 (　旭　) 16

43

三津山琴莉･牧野　桐子 (章　南)

93 94

中谷　澪里･齊藤華菜乃 (椙　山)

146

71 75

栗須　美羽･伊藤ゆいな (南　城)

42 50
西尾　愛海･玉山　倫華 (聖　霊)

中田　優那･西堀　音羽 (武　豊) 浅井佑里奈･成清　颯花 (市　邨)

伊藤　春香･野田　心葉 (高針台)杉本　　華･大林　蓉奈 (聖　霊)

(大府西)

小田　早夏･蜷川　せり

菊地あやめ･木村　真菜 (大府北)

97
押切　玲奈･淺井　風香 (大府西)

(成　岩)塚本　実夏･生田　紗羽 (春日井東部)

5 13

40
48

高橋　望都･三重野　有 (名大附) 稲生　亜美･菊地　萌恵

奥山　寧々･倉田しおん (豊川東部)

41 49
田中　静乃･中野　有紀 (武　豊)

(南　山)

松山千代乃･浅野あきら (猪　高)3
藤田　ゆず･山本由比奈 (鎌倉台)

85 87

小林　真菜･増田　朱音 (金　屋) 前原　佑衣･竹内　萌音 (岩成台)

39 47
立松　奈穂･江原　歩美 (阿久比) 中川　愛菜･村澤　和奏 (鷹　来)

4

70 74

12
森下　祐衣･木村　衣里 (南　山) 中澤　夏帆･神野　瑳月

1 10

69 73

磯野杏華里･瓜巣　如麗 (春日井中部) 竹内　亜衣･皆川　萌果 (阿久比)

上野　由夢･永野　　咲 (淑　徳) 松永　愛香･可児　華望 (春日井中部)

2 11
井原菜々花･平澤　結菜 (鷹　来)

38 46
寺尾祐里奈･板倉　和花 (椙　山)

杉本　　華･大林　蓉奈 (聖　霊)

佐藤　絢音･中山うらら (市　邨) 池田　茉央･服部　天音 (大府南)

37 45
岩田あゆみ･伴　　萌依 (大府南) 小池奈月子･長谷川未侑 (淑　徳)



　　女子複（２）

　

(大　府)

川浪　梨沙･萱　　朱里 (乙　川) 大橋ひなた･坂　　優歩 (半　田)

27 36
佐藤　寧音･青木　琴子

浦瀬　亜呼･近藤　美海 (大府西)

(高針台)

60 68
對馬　小春･藤本　七海 (春日井中部)

　

山本　鈴乃･山本　琴乃 (大　府)

長坂　怜奈･角南　愛英 (大府西)

(乙　川)

滝　万里奈･山口千紗都 (南　山)栗本　夏帆･服部　碧月 (聖　霊)

3526

80 84

林　　優花･橋本　咲実

90 92 杉原　颯姫･伊藤　実咲 (日進東)

中川　優羽･近藤ひかる (松　原) 34

59 67
原元　優衣･田中　那奈

(岩成台)稲葉　風花･諌山　萌由

柳井　陽奈･中沢　美優 (南　城)

3224

髙木　　凜･坂本　羽奏 (犬　山)

鬼頭　春衣･三浦　　彩 (春日井東部) 竹中明日香･栁　　和歌 (高針台)

25
33佐藤　未望･山下　華珠 (岩成台)

58 66

79 83

西尾　依純･河南なのは (淑　徳)伊藤　里菜･吉田　梨花 (椙　山)

中田　　葵･牧本詩絵里 (武　豊)

池戸まどか･鈴口　芽衣 (大府南) 水谷　朱里･渡瀬　美月

30
平尾　優奈･川上　真弥 (成　岩) 小田　彩乃・小田　雪乃

(南　城)

95 96

98
前田　百花･熊谷　磨菜 (市　邨)

31

56 64
安江　　萌･石川　涼華 (成　岩)

因藤　来夢･小林　桃子 (大府北)

6557
加藤　愛歌･清水　柚貴 (聖　霊)

亀井　温那･西尾　優亜 (名大附)水野日和子･中西マリア (南　山)

23

(大府南)

55 63
冨谷　珠里･梶山　　凛 (名大附) 石田　朋花･市原　実愛 (椙　山)

22

78 82

井原萌々花･水野　妃香 (鷹　来)

(春日井中部)

91

尾形　紗季･林　穂乃花 (日進西) 松本　真歩･安田　彩乃

54 62
石塚　初音･永田　真悠

（阿久比）

(柏　原)

山田　　茜･青木　梨奈 (淑　徳)

伊藤　理瑚･杉山　　遥 (鷹　来)
21

89

河合那々衣･秋山　萌水 (武　豊)

山本　倫子･新美　琴名 (半　田) 新谷　珠生･野口　莉緒 (鎌倉台)

20 29
加藤　梨月･峯山くるみ (高蔵寺)

19 28

77 81

三輪　帆香･吉田　美優 (鎌倉台)

飯田　奈絵･中根　ゆい

舟橋　奏帆･岩野　真睦 (市　邨) 吉田　咲友･大坪花南乃 (大府北)

53 61
相宗　彩月･木村　芽唯 (阿久比) 城寳　紗奈･木村　美海 (春日井東部)



　　女子単（１）

　 　

(大府北) 梅田莉々子 (愛教大付岡崎)

27 35
亀井　温那 (名大附) 板倉　和花 (椙　山)146

144 145
大坪花南乃

117 119

杉村　那智 (西成東) 吉原　萌華 (成　岩)

26 34

永田　鈴茄 (半　田) 伊藤　実咲 (日進東)

87 91

石塚　初音 (柏　原) 小林　樹奈 (南　城)
3 5

(大府西)

24 32
秋間咲緒里 (佐織西)

2 木村　衣里 (南　山)

山内　双葉 (萩　山)

25 33

池戸まどか (大府南) 髙木　　凜 (犬　山)

86

井土　遥香 (常　滑)

90

藤田　ゆず (鎌倉台)

22 30

河村　亜依 (大　府) 江原　歩美 (阿久比)

85 89

伊藤　未柚 （桜　山） 前原　佑衣 (岩成台)

23 31

尾形　紗季 (日進西) 石咲　紀華 (刈谷南)

132 133
140

倉田しおん (豊川東部) 浦瀬　亜呼

野ヶ峯遥香 (松　原)

大西　彩矢 (吉　良) 中上　未夢 (瑞穂ケ丘)

21 29

飯田　奈絵 (春日井中部)

1 4

84 88

河口　藍葉 (聖　霊)

伊藤　理瑚 (鷹　来)

116 118

三浦　　彩 (春日井東部) 栁　　和歌 (高針台)

舟橋　奏帆 (市　邨) 井原　未涼 (蒲　郡)

20 28
赤瀬川由梨花 (乙　川) 小池奈月子 (淑　徳)



　　女子単（２）

荻山　綾香 (高蔵寺)

　

熊谷有佑那 (豊川一宮) 岩野　真睦 (市　邨)

121 123

鬼頭　春衣 (春日井東部) 山崎　萌貴 (松　原)

笹谷　真冬 (半　田)

7 10

43 51

42 50

毛利　葉奈 (西枇杷島) 杉原　結子 (矢作北)

95 99

冨谷　珠里 (名大附)

木村　果鈴 (成　岩)

中尾　真琴 (瀬戸南山) 近藤　梨乃 (鶴　城)

41 49

上野　由夢 (淑　徳) 杉原　颯姫 (日進東)

38 46

雑賀　弥生 (大　府) 深見茉由奈 (豊　山)

93 97

新美ほのか (乙　川)

47

牧野　桐子 (章　南)

134 135
141

淺井　風香 (大府西)

40 48

中根　ゆい (春日井中部)

94 98

桶　　里紗 (高針台)

小久井若菜 (六ッ美北) 杉山　　遥 (鷹　来)

37 45

石田　朋花 (椙　山)

6 8

92 96

佐藤　未望 (岩成台)

森下　祐衣 (南　山)

120 122

佐久間望永 (田　原) 塚口　愛海 (武　豊)

池田　茉央 (大府南) 加藤　千尋 (大府北)

36 44
野口　莉緒 (鎌倉台) 中村　心奏 (聖　霊)

杉原　汐莉 (藤　浪)

9
廣田　真菜 (南　城)

小林　真菜 (金　屋)

小西　璃紗 (阿久比)

39

松山千代乃 (猪　高)



　　女子単（３）

(津賀田)

竹田　瑞希 (阿久比)

12 14

59 67

田中　友萌 (成　岩) 杉山　文美 (西尾東部)

103 107

山口千紗都 (南　山)

後藤　杏実 (春日井東部) 寺尾祐里奈 (椙　山)

　

服部　天音 (大府南) 縣　菜々美

125 127

尾崎　瑠美 (平　坂) 稲向　　咲 (　旭　)

58 66

(豊川東部)

56 64

永野　　咲 (淑　徳) 服部　碧月 (聖　霊)

102 106

新谷　珠生 (鎌倉台) 坂本　羽奏 (犬　山)

57 65

近藤　美海 (大府西) 竹中明日香 (高針台)

54 62

関　　千夏 (愛教大附) 小出　熙子 (大　府)

101 105

松岡　香佑 (青　海) 長﨑　弥生 (名大附)

55 63

伊藤　　更 (日進東) 三津山琴莉 (章　南)

136 137
142

山本　琴女 (田　原) 奥山　寧々

牧野　桜矢 (桜　丘)

宮内　亜弥 (半　田) 永多　　葵 (矢　作)

53 61

佐藤　優羽 (南　城)

11 13

100 104

松永　愛香 (春日井中部)

中川　愛菜 (鷹　来)

124 126

加藤　梨月 (高蔵寺) 入江　彩未 (熊　野)

中山うらら (市　邨) 小林　桜花 (大府北)

52 60
森　　美空 (乙　川) 竹内　萌音 (岩成台)



　　女子単（４）

　
榊原　　華 (阿久比)

久湊　菜々 (桜　田) 佐藤　絢音 (市　邨)

129 131

栗本　夏帆 (聖　霊) 川口　紗菜 (乙　川)

74 82

澤山　綾乃 (成　岩) 加藤　未夢 (豊川東部)

111 115

山本由比奈 (鎌倉台) 峯山くるみ (高蔵寺)

17 19

75 83
可児　華望 (春日井中部)

田口　佳奈 (西　尾) 松本　真歩 (大府南)

伊藤　里菜 (椙　山)

110 114

河﨑　　結 (長久手) 東海林玲菜 (松　原)

青山紗久良 (　旭　)

72 80

71 79

丹羽　琴音 (安城西)

73 81

70 78

中根　緋月 (安　祥) 因藤　来夢 (大府北)

138 139
143

加藤穂乃香

諏訪部陽菜 (稲沢西) 増田　朱音 (金　屋)

109 113

山田　　茜 (淑　徳)

砂後谷奈々 (瀬戸南山)

16
滝　万里奈 (南　山)

(大　府)

高橋　優実 (南　城)

浅野あきら (猪　高) 沖野　南美 (岩　崎)

69 77

林　穂乃花 (日進西)

15 18

108 112

荒木　悠衣 (半　田)

林　　優花 (岩成台)

128 130

押切　玲奈 (大府西) 伊藤さくら (名大附)

釜﨑　麻緒 (南　光) 林　香菜美 (春日井東部)

68 76
村澤　和奏 (鷹　来) 玉城　希実 (高針台)



４月９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，大府北中学校の竹内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３０日は男女ダブルスの全試合を行います。

○ ５月 １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。

○ 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。


