
男子単（１）

　

伊藤　大馳 (FANATIC) 因藤　将夢 (大府北)

8
光田　奎太 (藤　森)

24 32
池田　　凪

66 68

高間　康生 (名古屋スポ少) 田島　照久 (名古屋)

23 31

澤田皐乃介 (阿久比)

52 56
浅野朔太郎 (東　海) 柴田　　成 (藤　森)

4
(猪子石Jr)

79

中川　愛翔 (岩成台)

福田　結都 (春日井東部) 小川　翔大 (武　豊)

73 74

77
西牟田剛宇

2 6

20 28
久田　晴葵 (師勝Jr)

(市　邨)

三田村壮眞 (岡崎Jr.B.C)

22 30

片山　結太 (dragon fly)

21 29
上田　榮徠 (岡崎Jr.B.C) 平井　賢志

井村　駿太

本田　蒼翔 (BSJr) 三田　桜雅 (春日井中部)

鈴木　洋翔 (安城Jr)

(ウィスタリアJr)

3
(東　海)

松山　和冬 (西尾Jr.)

50 54

德山　湊音 (乙　川) 池田　龍希 (大　府)

19 27

行平　享史 (南山中)

7

51

牧野　航大 (猪子石Jr)

55

深田　朔玖 (ウィスタリアJr)

于　　彦心 (村雲Jr)

木村慎太郎 (学生会) 加藤聡太郎 (二　川)

18 26

服部舜ノ介 (半　田)

1 5

49 53
佐藤　稜大 (岩成台)

小島　徹平 (南　城)

65 67

上條喜俐斗 (村雲Jr) 岩間　悠生 (M & I)

山脇　弘奨 (はりーあっぷ) 山本　櫂利 (市　邨)

17 25
濵嶋　大地 (大　府) 内海　亨通 (乙　川)



男子単（２）

　

山本　翔太 (市　邨) 渡邊　楓雅 (市　邨)

16
成瀬　虎河 (南　城)

40 48
竹田　　悟

70 72

鈴川勝太郎 (藤　岡) 伊藤　瑛都 (猪子石Jr)

39 47

清水　彪梧 (松　原) 中島　侑飛 (日進Jr)

60 64
春原　大輔 (半　田) 永田　倖基 (武　豊)

12
(南　城)

(半　田)

11
(名古屋)

河合　海飛 (岩成台) 谷川晃之佑 (春日井東部)

38 46

柴田　飛宏 (師勝Jr) 田辺昂太郎

15

59

堀川　　潤 (名古屋スポ少)

63

吉岡　　歩

(大　成)

松野　凌大 (FANATIC)

尾形　亮輔 (ウィスタリアJr) 三浦　壮太 (はりーあっぷ)

75 76

78
田中　颯真

10 14

36 44
峯岡　真一 (村雲Jr)

(岡崎Jr.B.C) 岩﨑　大知 (ハシルトン)

37 45
牧村　勇紀 (武　豊) 藤原　知路

35 43

岩井　蒼空 (犬山ドリームズ) 藤原　大希 (東　海)

58 62

青木　恭瑛 (阿久比) 井野悠留季 (大府北)

山田　光優 (南山中)

池原　凜輝 (横須賀) 山下　将德 (幸田南部)

34 42

前田　大翔 (高針BC)

9 13

57 61
山本倫太郎 (名古屋)

青谷　咲玖 (藤　森)

69 71

横山　健生 (乙　川) 近藤　弥月 (大　府)

角倉　陽太 (西尾Jr.) 日比　貴博 (大里東)

33 41
友岡　隼人 (大府北) 花井　洋晴 (阿久比)



男子複（１）

　

鈴木　翔･仁枝琥多郎 (西尾Jr.)

戸田　琉晴･北野　晟那 (BSJr)

森　洸太朗･松山　翔空 (大　府)

廣澤　佳樹･宮田　湊士 (大府北)

7 14

22 30
村上　渉･小野　蒼輔 (岩成台)

(春日井東部)

21 29
齊藤　千畝･深谷　陽太 (大府南)

6

34

杉村　颯斗･日渡　啓介 (南山中)

38

赤尾　颯斗･黒木　瑛介 (乙　川)

4 12

33

片岩　優貴･米山　悠希 (乙　川)

37

村上　碧･梅田　英次郎 (藤　森)

加藤　煌大･髙瀬　煌平

磯貝　利宜･田口　　晴 (安城Jr) 名越　　楓･吉田　　陽 (南山中)

加藤　寿磨･海老原尚斗 (名古屋) 米村　　陸･山神　光輝 (大　府)

(大府北) 青木瑠之介･髙井　心暖 (阿久比)

笹山　　響･秋元　泰智 (東　海)

43 44

45
本橋　侑直･遠藤　隆晟 (アドバンス) 浅野　晃生･木下　陽生 (長久手Jr)

19 27
山口　峻也･村田凛太朗 (高針BC)

20 28

40 42

板倉　勇矢･赤塚　遼

北川　翔太･稲生　　匠 (半　田)

(南　城) 坂崎　主磨･吉澤　　玲

5 13

石原　稜夏･安藤迅之介 (南　城)

宇留野将大･御堂　雄介 (岩成台)

染谷　啓介･内藤　謙信 (大府西)

3 11

18 26

2 10

32 36

佐藤　優希･藤本　裕仁 (大　府)

武藤　奏太･髙橋　拓実 (東　海)

坂野　健人･遠藤　晴太 (高針BC)

宇佐見哉登･小林　奏太 (大府西) 神谷　陸斗･林　　晟生 (ウィスタリアJr)

小田琥太郎･小田凛太郎 (阿久比) 橘高　智信･近藤　　惇 (東　海)

17 25
鬼頭　佑斗･鬼頭　莉玖 (高針BC) 竹内　柊二･杉本　　道 (乙　川)

9

16 24

81

31 35

中村　未來･米塚　渉真 (阿久比)

澤木　悠羽･江﨑　大晟 (市　邨)

大矢　琉生･德田　太平 (大府北)

15 23
橋本笑汰郎･田中　佑樹 (藤　森)栗本　涼介･兒島　由明 (南　城)

鵜飼諒太郎･加賀　祐吾 (名古屋)

岸本　　真･加藤　大悟 (半　田) 小野　俊輔･中西　陽友 (岩成台)

39 41

大山　智弘･廣瀬　玄真 (名古屋)

大西　璃空･南山　公志 (藤　森)

青木　朝陽･高原　凛大 (半　田)



女子単（１）

　

近藤　采奈 (BSJr) 熊谷　南虹 (市　邨)

(岩成台)

7 13
近藤　咲希 (鬼　崎)

33 41
豊田　瑠海 (豊橋Jr)88

75 77

浦越　栞奈 (豊橋Jr) 密山愛莉栖 (西南Jr)

32 40
本田　結望 (師勝Jr)

6 服部　祐奈 (名大附属)

61

小川　凜咲 (武　豊)

65
竹内　詞音 (春日井中部) 中澤　春香

64

山本　芽依 (藤　森)

平野　花実

内田　登羽 (阿久比) 榊原　凛音 (半　田)

齋藤　比佳莉 (M & I) 勅使　陽彩 (Winwin)

(聖　霊) 白井　千智 (三好丘)

5 12

31 39

榊原　　琉 (乙　川)

安江　桃香 (Winwin) 山田　莉瑚 (西尾Jr.)

82 83

86
稲原　偲乃 (大里東) 鈴田こころ (大府南)

30 38
山來　愛紗 (ウィスタリアJr) 橋本　　凛 (聖　霊)

4 11

60

小林　紗也 (青　海)

28 36
松田　彩芭 (西尾Jr.) 加藤　　杏 (日進Jr)

2 9

59 63

清水　智穂 (半　田) 石黒　未紗 (成　岩)

大原早百合 (岩成台) 森下　和子 (師勝Jr)

3 10

29 37
伊藤　千泰 (乙　川)

野畑　沙希 (春日井中部)

山田　環奈 (岡崎Jr.B.C) 金岡　真椰 (松　原)

27 35

中川　璃音 (高針BC)

1 8

58 62
鈴木　莉子 (大　府)

武川　　楓 (愛知淑徳)

74 76

平手　娃來 (犬山ドリームズ) 大久保千都聖 (ウィスタリアJr)

松本　紗季 (はりーあっぷ) 古舘　美空 (大府北)

26 34
木下　夢彩 (春日井東部) 松本結愛菜 (阿久比)



女子単（２）

　

奥野　海音 (松　原)

井上　梨海 (大里東) 馬場こころ (はりーあっぷ)

79 81

中川　陽葵 (日進Jr) 清水　凛音 (聖　霊)

48 56

山口　結楓 (大府南) 森﨑　穂花 (阿久比)

69 73
藤原　初帆 (半　田) 間瀬　柚佳 (成　岩)

19 25
日高　ゆな (南　城)

49 57

72

上野　杏奈 (愛知淑徳)

初野　桃香

浅岡　華那 (西南Jr) 市川　早希 (藤　森)

若杉　空花 (BSJr) 清水萌々香 (西尾Jr.)

(岩成台) 奥山　亜結 (南　城)

18 24

47 55

葛巻　心和 (名大附属)

松下　優那 (はりーあっぷ) 宮田奈乃羽 (M & I)

84 85

87
草野　佑季 (師勝Jr) 笠原　未釉 (大府南)

46 54
勝崎　真由 (知多中) 中本　花楓 (Winwin)

17 23

68

水田　もも (名大附属)

44 52
李　　美佐 (松　原) 西尾沙玖耶 (高針BC)

15 21

67 71

瀧　美紗緒 (名古屋スポ少) 德田　雪路 (乙　川)

山田　琴子 (高針BC) 木戸　結彩 (ウィスタリアJr)

16 22

45 53
安井　希音 (成　岩)

鈴木　柚羽 (豊橋Jr)

安藤　ひまり (藤　森) 三橋　もも (横須賀)

43 51

平野　希実 (春日井東部)

14 20

66 70
西川　夢莉 (大府北)

小笠原愛泉 (S G U)

78 80

小林　礼奈 (大　府) 内山　絢音 (春日井中部)

田村　優衣 (市　邨) 宮﨑　結舞 (市　邨)

42 50
吉川　和沙 (愛知淑徳) 坂田　莉織 (大府北)



女子複（１）

　

(BSJr)

小林　真緒･杉本菜々子 (藤　森)

17 25

平野　舞紀･森谷　美優 (名大附属)
72

早川　岬希・山本　樹実 (Winwin) 加山　　華･冨田紗来良

59 61

吉岡　　萌･倉光七菜歌 (高針BC) 渡邉　琴胡･山田　　楓 (大　成)

16 24

竹内　結菜･西尾　琉伽 (阿久比) 長谷川えいみ･小林苺月姫 (鷹　来)

45 49
渡邉　愛月･時田　疏毬 (武　豊) 澁谷穂乃花･濱村　ゆず (春日井東部)

3 5

(犬山ドリームズ)

14 22
山本　真子･杉本侑珠妃 (聖　霊)

2 川上　歩果･北村　　心 (春日井中部)

嶋﨑　奈都･清水さや佳 (大　府)

15 23

荒木　郁乃･石居　沙理 (KOZOTTE) 増田　美海･濵江　優菜 (南　城)

44

阿部月音･田之端ひなた (大　府)

48

篠原　彩有･中村　優里 (松　原)

12 20

三井くるみ･田代　結音 (成　岩) 伊藤　佑華･山口　一花 (高師台)

43 47

宮川真梨乃･渡邉由紀乃 (岩成台) 河田海衣弥･御宿　杏莉 (武　豊)

13 21

奥山　結月･中田　実沙 (大府北) 佐竹　結衣･稲村　美空 (大里東)

66 67

70
宮本　紗季･米田　悠花 (T-Jump Jr.) 濱地　菜穂･加藤　日和

山本　星華･桑原　　悠 (阿久比)

清田　心音･佐藤　桃子 (岩成台) 加藤　愛琉･廣中　彩映 (藤　森)

11 19

竹内　二湖･新美　陽彩 (乙　川)

1 4

42 46
渡邉　日葵･　OPEN (半　田)

小川　若七･中村　実央 (松　原)

58 60

嶋村　美月･手島あおい (西尾Jr.) 板谷　想奈･白居　杏梨 (TOYOKAWA Jr.)

蟹江　咲月･門川　季 (市　邨) 中尾　心晴・内山　莉緒 (M & I)

10 18
中野　　馨･竹田　愛良 (鷹　来) 杉浦　優莉･横江　咲紀 (愛知淑徳)



女子複（２）

　

浅田　志歩･二反田稟花 (大府南) 縣　明日香･藤井　　詩 (はりーあっぷ)

9
石山　千嵯･林　梨緒菜 (春日井中部)

33 41

水嵜　沙耶･大迫　　恋

63 65

田尻　夢乃･樋口　紗良 (春日井東部) 大久保早葵･宮𥔎　万葉 (聖　霊)

32 40

美和　蘭美･八木　香澄 (名大附属) 堀尾　優月･鈴木　杏莉 (成　岩)

53 57
小笠原由奈･平井　真柚 (藤　森) 宮崎　恵茉･呑海　絢香 (岩成台)

7
(乙　川)

(大　府)

30 38

八木　花菜･永田こはる (半　田) 木沢　絢音･木沢　柚音 (名大附属)

52 56

安藤　穂香･渡邊　陽和 (南　城) 長瀬　絢音･村井　汐織 (愛知淑徳)

31 39

松村　美璃･山田　紗永 (阿久比) 高岡　亜優･菱田　杏由 (日進Jr)

28 36

伊藤　蒼来･竹内　七菜 (乙　川) 原　梨緒奈･竹中　優月 (春日井東部)

51 55

谷口　ゆら･池田　夏音 (聖　霊) 田島　芽依･榊原　聖徠 (鷹　来)

29 37

市村　玲七･井野彩月花 (大府北) 水野　有梨･桑原　　心 (M & I)

68 69

81
本多　珠妃･伊東　萌衣 (春日井中部) 鷹羽　亜実･中内　新菜

花堂　心咲･春田　麻衣 (南　城)

大庭ことは･岡田　理央 (愛知淑徳) 遠藤　　綾･竹内　心菜 (半　田)

27 35

磯部　柚希･中川　音華 (武　豊)

6 8

50 54

林　　美結･早川　鈴乃 (成　岩)

早井　翔花･水野　薫子 (猪子石Jr)

62 64

尾﨑　一華･鶴見　璃夏 (岡崎Jr.B.C) 松永　留奈･森　すずの (名古屋スポ少)

河村　杏珠･松久保ひかり (大里東)山本　実生･末吉虹心実 (市　邨)

26 34
伊藤　実咲･藤田　釉名 (松　原) 岡田　紗南･神谷　彩衣 (大府北)





11月16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、春日井市立鷹来中学校

（0568-83-9897）の大島までお知らせください。

なお、大会要項等にもありますが、以下のことを再度ご確認く

ださい。

◯本大会の上位入賞者を12月に開催される東海ジュニアオープン

へ推薦します。

◯ 本大会は、選手と、登録された顧問、コーチ、役員並びに、送迎の

方が入場可能です。

◯ 11月３日に男子単複ベスト８まで、11月６日に女子単複ベスト８

までを行います。 11月12日に残りの全試合を行います。

◯ 当日のプログラム配付はありません。各団体でHPより印刷して準

備してください。

◯ 監督者会議資料等を必ず確認してください。

◯ 体調管理表と、同意書は各団体で保管してください。参加者リス

トは当日提出してください。 確認できない場合は入場できません。


