
　　男子単（１）

　

久湊　脩斗 (桜　田) 松本　啓汰 (富士松)

4

16 24
神谷　爽太 (水　野) 長原　大真

58 60

村上　大葵 (振　甫) 近藤　琢磨 (大　府)

15 23

𠮷田　龍平 (乙　川) 長瀬　颯斗 (西枇杷島)

44 48
田中　志樹 (阿久比) 林　　拓希 (名古屋)

2
(犬　山)71

(扶桑北)

13 21

若狹　康喜 (大府西)

加藤　洋祐 (大里東)

43 47

武藤　蒼空 (名　和)

北村　　天 (春日井中部)

14 22

津坂礼次郎 (南　城) 小林　直央 (東　海)

11 19

田中　大智 (南　山) 内川　　颯 (平　洲)

42 46

間瀨廉太郎 (守山東) 松浦　玲偉 (富木島)

12 20

田村賢太郎 (春日井東部) 浅野　哲平 (猪　高)

65 66

69
北野　透亘 (市　邨) 百合本悠己

大平　倫輝 (高針台)

犬飼　和希 (港　北) 野瀬　康介 (扶　桑)

10 18

筒井　祐翔 (豊川東部)

1 3

41 45

竹内　良太 (岩成台)

川津　大地 (大府北)

57 59

丹羽　太陽 (鷹　来) 鈴木　碧馬 (福　江)

馬場　快成 (有　松) 後藤　　楓 (岡崎南)

9 17
寺嶋　瑛翔 (大府北) 杉浦　善二 (半　田)



　　男子単（２）

　

櫨　　彪斗 (大府南) 黒川　脩太 (大府北)

8

32 40
宍戸　佑月 (上　野) 近藤　聖真

62 64

田村　　優 (扶桑北) 志知　孝治 (高針台)

31 39

小出　凌大 (名古屋) 平手　斗夢 (犬山東部)

52 56
鈴木　　漸 (鷹　来) 青柳　颯人 (港　北)

6
(大　府)

(富木島)

29 37

木村　　翔 (円　上) 高井　　創 (猪　高)

51 55

山内　啓生 (鶴　城) 福島　　慧 (春日井東部)

30 38

和田　流暉 (阿久比) 大澤　良能 (上　社)

27 35

若山　瑞貴 (安城西) 柴田　悠汰 (岩成台)

50 54

竹本　　成 (岡崎北) 西尾　侑起 (岡崎東海)

28 36

鷲見　洸ノ介 (市　邨) 三ツ石幸太 (有　松)

67 68

70
池田　　晴 (石尾台) 杉村　瞭太

青柿　　稜 (乙　川)

山村　侑士 (味　岡) 江﨑　竜生 (南　城)

26 34

白石　　啓 (半　田)

5 7

49 53

中村　慎吾 (横須賀)

林　　睦月 (代　田)

61 63

林　　幸成 (春日井中部) 大黒　結也 (上　野)

長束　翔太 (治郎丸) 落合　史詞 (大府西)

25 33
岩田　怜依 (東　海) 石原　優聖 (南　山)



　　男子複

　

齊藤　奨太･村松　哉侑 (春日井東部)

12

梶川　哲成･野沢　昂広 (岩成台) 山口航志郎･北河涼太郎 (大府北)

11 19

後藤　駿河･河井　柊真 (大　府)

湯浅　瑛人･永縄　優一 (南　山) 池田　勇獅･吉兼　正孝 (大　府)

24

谷　　祥吾･髙野　航正

中家　謙信･成瀬　　浬

(南　山)

28

30 32

10

20
河邊　建吾･大森　拓哉 (高針台)

(稲沢西) 樫尾　陽汰･中村　琉音

18

石兼　源太･目次　奏太

(南　城) 杉浦　充幸･村田　歩翔 (安城西)

(市　邨)

42

原田　　湊･磯村　　昊 (大府西)

水上　朝陽･武知　龍星

8 16

坂村　宥都･柳川　悠太 (港　北)森　　晃瑛･森本　祥太 (名古屋)

谷本空佑真･足立　拓瞳 (日　進) 下村　悠斗･佩川　海斗

26

(大府南)

33 34

35

(半　田)(港　北)

23 27

山口　太靖･早川　稔修 (大府西)

(阿久比)

6 14

大田　裕仁･平尾　　允 (乙　川)

森　　勇登･前島　一輝

濵地　諒拓･稲垣　拓斗 (犬　山) 井上　夢樹・永石耕太郎 (大里東)

9 17

31

糸坂　恒毅･可児　健祥 (高針台) 杉山　朝日･鵜野　周平

新帯　希良･中條　創太 (半　田) 小西出龍之介･髙瀬聖悟 (鷹　来)

(西尾東部)

7 15

22

伊藤　久高･難波　天晴 (東　海) 伊藤　　陽･内山　宗祐 (名古屋)

29

13
周　　峻謙･北原　　周 (東　海)榊原　庸太･德田　右京 (乙　川)

岩下虎太郎･出井　遥久 (鷹　来)

31

21 25

榊原　謙心･坂井　孝輔 (阿久比)

加古　雄大･植木　遙都 (大府西) 村井　　翔･諸岡　泰晟 (南　城)

5

児玉　直人･外山　裕真



　　女子単（１）

　

永平　美月 (南　城) 藤井　心町 (大　高)

5 10
森下百合亜 (半　田)

27 35

69 71

青﨑　里奈 (大　府) 大橋 美月 (長久手)

26 34

柴田　依蕗 (師　勝) 三好湖音子 (安城西)

55 59
八木　莉咲 (鎌倉台) 長屋　亜瑚 (鷹　来)

越智　凪咲 (乙　川)82

古田　茉鈴 (聖　霊)

9西村　咲良 (高　浜)

25 33
北野　緋那 (大府南)

松岡　遥優 (青　海) 早水　咲葵 (清　洲)

(犬　山)

76 77

後藤　紗和 (篠　岡)

80
竹内　亜美 (碧南東) 森　　眞子 (豊川東部)

24 32
森下　芽衣 (福　江) 治部田快春 (矢　作)

4 8

54

久郷　茉那 (成　岩)

58

松本詩絵里 (阿久比)

杉田　彩葉 (淑　徳)

2 小林　若葉 (福地中)

53 57

廣田果保奈 (春日井中部)

安井　愛奈

22 30

(港　北) 前田　凛奈 (高針台)

3 7

23 31
坂上　　楓 (横須賀) ﾄﾞｰﾘﾝｸﾞまり菜 (上　野)

岡本　　芽

橋田　沙季 (岩成台)

見﨑　礼菜 (名大附) 松島　花奈 (豊　明)

21 29

阿知波由依 (富木島)

1 6

52 56
山本紗希歩 (松　原)

松本　歩里 (田　光)

68 70

坂本　菜月 (大府西) 田中　愛美 (加木屋)

向井　温菜 (市　邨) 古舘菜々美 (大府北)

20 28
市野　徠衣 (武　豊) 山本　和呼 (上　社)



　　女子単（２）

　

高橋　明花 (高　豊)

66

髙森　心優 (港　北)

伊藤菜央加 (西琵琶島) 伊藤　衣里 (田　原)

73 75

林　　優亜 (成　岩) 本郷　　結 (山　田)

42 50

熊谷　有希 (春日井東部) 土屋　セナ (松　原)

63 67
片岡南々海

(南　城)

41 49

小林　柚依 (岡崎東海) 旭　　有彩 (碧南南)

15 19
河津　百葉 (名大附)

43 51

(大府西) 榎木田瑠菜 (聖　霊)

(福地中)

78 79

小澤　芽依 (大府北)

81
伊藤　摩琳 (市　邨) 二反田奈花 (大府南)

40 48
田中　紅葉 (乙　川) 小倉　千佳 (豊橋南稜)

14 18

62

久野　心咲 (円　上)

内山　由菜 (岩成台) 伊木　麻琴

坂本　羽咲 (犬　山)

12 別所　優芽 (大　府)

61 65

寺田帆乃香 (前　林)

伊藤みなみ

38 46

(高蔵寺) 杉浦愛美香 (半　田)

13 17

39 47
前田　　楓 (桜　田) 南出　希望 (布　袋)

小林　色葉

池畑美乃里 (淑　徳)

橋本　　凛 (鷹　来) 濱見　帆花 (幡　山)

37 45

牧村友紀奈 (武　豊)

11 16

60 64
浅井　凜音 (高針台)

新本　海美 (上　野)

72 74

加藤　日葵 (春日井中部) 宮田　真衣 (平　和)

高木 星邑 (長久手南) 松久保芽衣 (天神山)

36 44
品川沙恵子 (横須賀) 遠藤　七海 (阿久比)



　　女子複

　

都築　星奈･須崎　心尋 (乙　川) 野畑　那月･山田乙十愛 (半　田)

29 37

葭田　こころ･白澤　実花 (南　城) 松浦　希歩･岡島　早那 (市　邨)

45
桐部　由衣･戸澤　亜美 (章　南) 竹下　葵･坂上　さやか (鷹　来)

11 21

中川　鈴菜･新倉まどか (高針台)

小川　麻絢･野ケ峯菜月 (松　原) 大橋　由依･橋本　莉花 (聖　霊)

10 20
澤田　彩花･蜷川　結子 (成　岩)

41

鈴木　心彩･鈴木　桃奈 (章　南)

赤井　世那･池田　絢音 (半　田)

8 高田　美峰･田代　瑠菜 (大府西)

松村　実咲･佐竹　歩彩 (港　北)

47 49

27 35
佐々木杏遙･池原　凜奈 (横須賀) 深田　芽美･平井　智子

三木　大夏･豊島　思歩 (大　高) 山田　葵彩･浅井　唯花 (大　府)

9 19
渡邉　乃愛･山本　ゆら (大　府)

28 36

今田　梓月･佐野仁惟奈 (聖　霊)

44

金澤優愛花･平野　花歩 (成　岩)

亀井　京子･浅野　まお (鷹　来) 村松　由菜･渡邉　美空 (高　豊)

7
(石尾台)

18

(春日井中部)

26 34
立松　彩葉･西村　友菜 (高針台) 高山ひより･小島　華穂 (港　北)

6 17

40

50 51

52
近藤　果歩･安藤　千鶴 (大府北) 大串美百奈･山田莉咲帆

25 33
鈴木　里渚･川島　千奈 (春日井中部) 松原　紫帆･森　　千紗 (松　原)

竹内　晴香･豊穗　美奈 (大府南) 吉田　柚花･德田　美生 (大府北)

39 43

山本　璃咲･菅原　穂香 (阿久比)

濵　　明莉･水﨑　玲奈 (淑　徳) 武藤　　希･久松　春翔 (名大附)

5 16

3 14
伊藤　月音･志田きらり (岩成台)

46

森岡　夏美･服部　友月 (春日井東部)

48
大久保沙弥花･垣内珠光 (石尾台)

24
山田　彩空･高須　愛唯 (平　坂)

32内田　佳那･金井　穂花 (大府西)

4 山田　蒼衣･増田　乃彩 (南　城)

15村尾ｳﾞｧﾈｯｻ･美和美音莉 (名大附)

小椋　夕楓･小野　綾音 (岩成台)

赤佐　朋香･荒木　春亜 (福　江) 本田　楓乃･竹内俐緒奈 (大府南)

2 13

23 31

1 12

38 42

宇野　杏奈･松瀬　菜葵 (阿久比)

石黒　奏渚･大森　葵唯 (武　豊) 大倉　一花･松本　悠杏 (淑　徳)

宮田　愛菜･宮田　楓温 (大　成) 石丸　亜美･石原菜々華 (乙　川)

清田　乃愛･阿保　瑠衣 (市　邨) 阿保　璃央･稲垣　　凛 (市　邨)

22 30
伊藤　　萌･李　　香美 (春日井東部) 後藤　優奈･中川　朋香 (武　豊)



○４月３日に、委員による組み合わせ会議を行いました。

各団体の代表者の方は、選手の名前があるか、ご確認く

ださい。不備がある場合は、春日井市立鷹来中学校の大

島までお知らせください。（鷹来中学校Tel:0568-83-9897）

○感染症対策のため、１日目を女子のみ、２日目を男子

のみの無観客試合とします。

○感染症対策について、大会要項別紙 新型コロナウイ

ルス対策のお願いをよくお読みください。当日は、参加者

名簿を確実に提出できるように準備をしてください。選手

は、保護者の押印、サインが必要です。


