
　　男子単（1）

　

長束　翔太 (治郎丸) 因藤　将夢 (大府北)

16 24
中西　陽友 (岩成台) 堀　凌一朗 (東　海)

富山　晴翔 (篠　目)

青木　虎之 (半　田) 間瀨廉太郎 (守山東)

17 25

中村　恩浩 (港　北)

1 4

48 52
太田琉希也 (阿久比)

加藤　有稀 (鷹　来)

64 66

近藤　聖真 (大　府) 川合　健介 (金　屋)

18 26

稲葉　瑛仁 (南　山) 岩間　悠生 (藤　森)

49 53

木村　　翔 (円　上)

田中　英彬 (乙　川)
19 27

村松　哉侑 (春日井東部) 澤木　悠羽 (市　邨)

72 73

76
諸岡　泰晟

(福　江)

65 67

林　　勇希 (大　和) 鈴木　洋翔 (安城北)

22 30

成松　優希

21 29

深水　大誠 (高針台) 鈴木　碧馬

(名　電) 筒井　祐翔 (豊川東部)

51 55
牧野　航大 (猪　高) 新美　　諒 (大府西)

3
(扇　台)78

三浦　壮太 (東浦北部) 三ツ石幸太 (有　松)

7

23 31
宍戸　佑月 (上　野) 中島　侑飛

(東　浦)

加藤聡太郎 (二　川)

2 6

5

川﨑　聡真 (名古屋)

松山　和冬

54

神谷　爽太 (水　野) 中村　慎吾 (横須賀)

(南　城) 西尾　侑起 (岡崎東海)

20 28
長谷川空央 (大府北)

山内　啓生 (鶴城中)

50



　　男子単（２）

　

櫨　　彪斗 (大府南) 池田　　晴 (石尾台)

32 40
宇野　真義 (南　城) 尾曲　遥哉 (大　府)

大崎　翔太 (鷹　来)

藤澤　佑京 (音　羽) 鈴木　　翔 (鶴城中)

33 41

渡辺　宏祐 (東　海)

8 12

56 60

山本　泰誠 (南　山)

田辺昂太郎 (大　成)

68 70

高井　　創 (猪　高) 田中　浩貴 (大府西)

34 42

小田琥太郎 (阿久比) 岩﨑　大知 (幸田北部)

57 61

堀川　　潤 (大　治)

鈴川勝太郎 (藤　岡)

35 43

長瀬　颯斗 (西枇杷島) 渡邊　楓雅 (市　邨)

74 75

77
本橋　侑直

服部　悠希 (名　電)

(上　野)

69 71

足立　拓瞳 (日　進) 岩井　蒼空 (犬　山)

38 46

髙橋　　歩

37 45

村上　大葵 (振　甫) 大黒　結也

加藤　寿磨 (名古屋)

(港　北)

角倉　陽太 (西尾東部) 山脇　弘奨 (金　屋)

10
市村　陸翔 (円　上)

15

39 47
梶田　　真 (春日井東部) 崎原　悠雅

(乙　川) 松浦　玲偉 (富木島)

59 63
松原　周平 (高針台) 田中　颯真 (福　岡)

11

9 13
武藤　蒼空 (名　和)

岸本　　真 (半　田)

62

浅岡　泰雅 (安城西)

(岩成台) 日比　貴博 (大　里)

36 44
丸山　遥輝 (形　原)

三田村壮眞 (矢作北)

58

14



　　男子複（1）

　

15 23
高橋　啓太･松村　斗馬 (港　北) 久野　遼人･福田　敬己 (南　山)

杉山　朝日･鵜野　周平 (西尾東部) 中家　謙信･成瀬　　浬 (稲沢西)

39

北河涼太郎･松井　好誠 (大府北) 小川　翔大･牧村　勇紀 (武　豊)

33 35

曽根　利浩･前田　峻之 (名　電) 小島　徹平･板倉　勇矢 (南　城)

14 22

御堂　雄介･宇留野将太 (岩成台) 荒川　悠太･石原　誠人 (高針台)

27 31
内藤　謙信･染谷　啓介 (大府西) 大西　脩斗･齊藤　大河 (阿久比)

3 7

西牟田剛宇･戸田　　煌 (市　邨) 谷川 晃之佑･福田 結都 (春日井東部)

12 20
河口　元葵･馬場　咲翔 (春日井東部) 木村慎大郎･丸本　颯志 (名　電)

2 6

26

北野　晟那･齋藤　千畝 (大府南)

30

冨田　祐太･井野悠留季 (大府北)

江口　昇吾･黒田　歩夢 (鷹　来) 青柳　僚汰･滝川　誠佳 (港　北)

13 21

10 18

和田　凰希･黒田　大智 (阿久比) 竹内　翔紀･横山　健生 (乙　川)

25 29

藤原　知路･加藤　大悟 (半　田)

5石川　凌空･松本　浩毅 (半　田)

11 19
高橋　侑大･誉田　巧実 (東　海)

井上　夢樹･加藤　洋祐 (大里東) 戸田　琉晴･宇佐見哉登 (大府西)

36 37

38

伊藤　飛瑛･片岩　優貴 (乙　川)

大池　修平･後藤　叶多 (南　山) 冨田　篤志･早稲田楓万 (名古屋)

9 17

吉兼　正孝･柳園　真広 (大　府)

41

24 28

勝　　遥貴･山田　蒼惟 (大　府)

深谷　陽太･本田　蒼翔 (大府南)

32 34

岩田　大輝･喜邑　太翔 (東　海) 鈴木　芳知･平下　心瑛 (東　山)

樫尾　陽汰･中村　琉音 (市　邨) 北野　透亘･鷲見洸ノ介 (市　邨)

8 16
恩田　倫哉･森島　悠登 (鷹　来)髙澤琉之介･谷川　斗輝 (武　豊)



女子単（1）

　

藤井　　詩 (大　高) 馬場こころ (有　松)

5 10
山田　紗永 (阿久比)

27 35

69 71

白澤　実花 (南　城) 笠原　未釉 (大府南)

26 34

菱田　杏由 (植　田) 岩永　結衣 (小坂井)

55 59
金岡　真椰 (松　原) 岩橋　由佳 (成　岩)

初野　桃香 (岩成台)82

志水　聖奈 (高針台)

9福岡　暖菜 (半　田)

25 33
平野　希実 (春日井東部)

水野　有梨 (長久手南) 中尾　心晴 (瀬戸南山)

(大府西) 岡島　早那 (市　邨)

76 77

80
小林　柚依 (岡崎東海) 宮田　真衣 (平　和)

24 32
松永　留奈 (大　治) 勝崎　真由 (知　多)

4 8

54

玉井恵莉花 (牧の池)

58

三好湖音子 (安城西)

田淵　妃咲 (港　北)

2 佐竹　結衣 (治郎丸)

53 57

新美　陽彩 (乙　川)

平野　花実

22 30

(聖　霊) 清水　優音 (鷹　来)

3 7

23 31
八木　莉咲 (鎌倉台) 近藤　優菜 (逢　妻)

近藤　采菜

高岡　亜優 (春木台)

本多　珠妃 (春日井中部) 垣内　珠光 (石尾台)

21 29

森下　芽衣 (福　江)

1 6

52 56
金森　乃愛 (大　府)

旭　　有彩 (碧南南)

68 70

牧村友紀奈 (武　豊) 後藤　紗和 (篠　岡)

伊藤菜央加 (西枇杷島) 小澤　芽依 (大府北)

20 28
三輪　朱星 (名　電) 服部　祐奈 (名大附)



女子単（２）

　

石田　結香 (佐織西)

66

林　　実優 (大府北)

早水　咲葵 (清　洲) 竹内　亜美 (碧南東)

73 75

安江　桃香 (常　滑) 江野本愛実 (知　多)

42 50

宮田奈乃羽 (牧の池) 清水　凛音 (聖　霊)

63 67
平手　娃來

(松　原)

41 49

田村　優衣 (市　邨) 稲原　偲乃 (大里東)

15 19
水野　聖菜 (半　田)

43 51

(犬山東部) 木村　優希 (港　北)

(大　府)

78 79
岡本　　芽 (犬　山)

81
西村　咲良 (高　浜) 大橋　美月 (長久手)

40 48
大久保千都聖 (石尾台) 森下　和子 (西　春)

14 18

62

南　アンナ (名大附)

松島　花奈 (豊　明) 山本紗希歩

豊島　思歩 (大　高)

12 青木　愛花 (阿久比)

61 65

内山　由菜 (岩成台)

伊東　萌衣

38 46

(春日井中部) 早川　岬希　 (南　城)

13 17

39 47
河田海衣弥 (武　豊) 石居　沙理 (青　陵)

加山　　華

眞田　璃奈 (名　電)

松本　歩里 (田　光) 渡邉　二胡 (成　岩)

37 45

竹内　彩乃 (乙　川)

11 16

60 64
米山　陽菜 (鷹　来)

齋藤比佳莉 (守山東)

72 74

浅田　志歩 (大府南) 森　　眞子 (豊川東部)

松本　紗季 (富士松) 縣　明日香 (津賀田)

36 44
楠戸　七海 (高針台) 芦田　優月 (日　進)



女子複

　

(大　府) 小林　色葉･小林　若葉 (福　地)

43
澤山　佳奈･竹内　二湖 (乙　川) 水谷　李香･宮崎　未悠 (名　電)

9 19
林　　笑子･千葉　愛莉 (鷹　来) 中村　玲菜･岡田　紗南

78

17濵地　菜穂･加藤　日和 (犬　山)

26 34

上谷　柚乃･夏目　結奈 (豊橋南稜)

柴田　依蕗･草野　佑季 (師　勝) 西村　帆加･中内　新菜 (大　府)

8 18
榊原　凛音･藤原　初帆 (半　田)

39

長谷川　楓･柴田菜々子 (名大附)

(大府北)

27 35

青﨑　里奈･鷹羽　亜実

鈴田こころ･山口　結楓 (大府南) 赤佐　朋香･荒木　春亜 (福　江)

45 47
大脇そのか･大嶋奈那子 (南　城)

16

25 33
内山　紗瑛･尾関菜々美 (名　電) 松村　美璃･森﨑　穂花

森　　結菜･堀田菜々花 (港　北)

42

浅倉　沙紀･青木　里穏 (聖　霊)

小野　綾香･山田　悠月 (岩成台) 白川　莉奈･石塚　彩七 (港　北)

7
(阿久比)

(春日井中部)

24 32
品川沙恵子･池原　凜奈 (横須賀) 藤原　仁歩･山下　　楓 (武　豊)

6 15

38

48 49

50
加藤　日葵･鈴木　里渚 (春日井中部) 廣田果保奈･川島　千奈

23 31
長谷川菜央･酒井帆乃香 (南　城) 入谷　咲羽･福井姫未夏 (松　原)

冨田紗来良･市村　玲七 (大府北) 内山　莉緒･桑原　　心 (長久手南)

37 41

井村　美緒･坪井　咲樹 (鷹　来)

青木　　鞠･宮鹿野　杏 (名大附) 久郷　茉那･吉村　美花 (成　岩)

5 14

3 12
中川　音華･磯部　柚希 (武　豊)

44

森田　小春･原　　優月 (乙　川)

46

小川　麻絢･野ケ峯菜月 (松　原) 深田　芽美･平井　智子 (石尾台)

22 30
荒木　郁乃･小野　　麗 (青　陵) 竹内俐緒奈･中村　友香 (大府南)

4 13
林　　優亜･刀根悠衣奈 (成　岩)

北村　美咲･遠藤　綾 (半　田)

谷口　結香･大澤　　遥 (聖　霊) 坂上　　楓･佐々木杏遙 (横須賀)

2 11

21 29

1 10

36 40

西尾　琉伽･竹内　結菜 (阿久比)

水野　真衣･森下　瑠香 (福　江) 武藤万里名･渡邊　果乃 (大　成)

佐藤　優菜･藤本　浬音 (高針台) 金子　侑里･熊谷　有希 (春日井東部)

阿保　璃央･稲垣　　凛 (市　邨) 門川　　季･蟹江　咲月 (市　邨)

20 28
鎌倉　光暖･鈴木　結奈 (春日井東部) 小林　更咲･杉本　茉優 (岩成台)



10月17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。

◯ 本大会は、無観客での試合とします。選手と、登録された顧問、コーチ、役員のみが入場可能
です。

○ 11月６日は女子の全試合、７日は、男子の全試合を行います。

○ 最終コールが１７時以降になることも予想されます。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。

○ 当日のプログラム配付はありません。各団体で印刷ＨＰより、印刷してください。

○ 当日朝に、体育館前で受付を行います。参加者リストと、参加料を提出してください。参加者リ
ストがない場合は、入場できません。

○ 監督者会議資料・座席表をＨＰに掲載しています。必ず確認してください。




