
男子シングルス (1)

2-1 2-17

1-1 1-6

3-1 3-9

2-2 2-18

4-1 4-5

2-3 2-19

3-2 3-10

2-4 2-20

5-1 5-3

2-5 2-21

1-2 3-11

3-3

2-22

2-6

4-6

4-2 2-23

2-7

3-12

1-7

3-4

1-3 2-24

2-8

6-1 6-2

7-1 2-25

2-9 1-8

3-13

1-4

3-5

2-26

2-10 4-7

4-3

2-27

2-11

3-14

3-6 1-9

2-12 2-28

5-2 5-4

2-13 2-29

3-7 3-15

2-14 2-30

4-4 4-8

2-15 2-31

3-8 3-16

1-5 1-10

2-16 2-32

35

36 上田 開晴 (明誠ＥＣ) 今川 諒 (明誠ＥＣ) 73

月原 弘暉 (愛工大名電中) 7437 原井 敢田 (愛工大名電中)

杉村 虎助 (たかはまＳＣ) 坂本 旺太郎 (滝ノ水)

馬淵 勝 (扇台中) 70

72

(みつのきＴＴＣ) 7134 矢嶋 天 (幸田中) 福田 直矢

33 小嶋 海心 (キララＥＣ)

32 高村 浩生 (左京山中) 篠田 朋孝 (リバーウエスト) 69

31 石野 雄也 (名古屋中) 市川 隼佑 (幸田中) 68

平岡 拓己 (Ｓ．みなみ) 66

30 小林 峻也 (ＭＡＫＯＴＯ卓球ジム) 杉本 壮優

29 久田 拓弥 (富貴ジュニア)

(富貴ジュニア) 67

28 中矢 真登 (サードプレイス) 枦山 瑠可 (ブラックパインズ) 65

27 南雲 達也 (幸田中) ｂｙｅ 64

大島 碧 (名古屋中) 62

26 田中 崚 (有松ＥＣ) 髙橋 弘盟

25 成重 朱里 (吉根中)

(大高中) 63

24 豊嶋 陽貴 (大高中) 坪井 悠生 (私立東海中) 61

23 上原 悠輔 (フレンドシップ) 内ヶ島 慶一 (南山中) 60

平野 令 (たかはまＳＣ) 58

22 伊藤 来 (幸田北部中) 石川 諒

21 村田 和樹 (私立東海中)

(幸田中) 59

20 加藤 暖真 (三好クラブ) 柴田 拓侑 (幸田北部中) 57

19 稲垣 太斗 (ＳＵＮＲＩＳＥ) 増田 洸也 (卓伸クラブ) 56

山足 健太 (大高中) 54

18 天野 悠虎 (幸田中) 横井 暖大

17 小山 翔大 (Ｍ－ｔｗｏ)

(ＫＮＵＣＫＬＥ) 55

16 西垣 天磨 (私立東海中) 大須賀 俊樹 (隼クラブ) 53

15 大須賀 椋太郎 (ＡＳＵＲＡ) 岡本 悠希 (富貴ジュニア) 52

山口 佳汰 (うばこやまＪｒ．) 50

14 中野 世那 (若園) 岩下 蒼大

13 水谷 星那 (大高中)

(片葩クラブ) 51

12 浅井 聡 (名古屋中) 髙見 悠太 (南山中) 49

11 ｂｙｅ 瀬古 柚太 (米田道場) 48

金山 昌賢 (美崎クラブ) 46

10 工藤 和希 (滝ノ水) 正者 幸樹

9 冨田 陸哉 (ＳＨＩＮＥ)

(フレンドシップ) 47

8 加藤 美磨 (幸田北部中) 磯部 隼 (幸田北部中) 45

7 飯干 聡介 (卓伸クラブ) 本多 喜一 (幸田中) 44

深澤 太馳 (若草クラブ) 42

6 河村 蒼大 (東名卓球ジム) 金子 颯真

5 桃井 夏輝 (春木中)

(月曜クラブ) 43

4 髙橋 圭人 (南山中) 乾 志輝 (名古屋中) 41

(明誠ＥＣ) 39

3 大澤 理仁 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 早川 侑希 (ピンテック) 40

2 熊井 孝一郎 (幸田中) 森 颯雅

1 持田 陽向 (愛工大名電中)

令和4年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）　愛知県予選会

　　主催：愛知県卓球協会

　　協賛：ニッタク

　　令和4年5月7日（土）

　　パロマ瑞穂アリーナ

推薦者：佐々木 雄大（愛工大名電中）・富田 有俄（ＡＳＵＲＡ）

       　 石川 煌人（ＳＵＮＲＩＳＥ）

予選通過人数：19人

井 胡太朗 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 38



男子シングルス (2)

2-33 2-49

1-11 1-16

3-17 3-25

2-34 2-50

4-9 4-13

2-35 2-51

3-18 3-26

2-36 2-52

5-5 5-7

2-37 2-53

1-12 3-27

3-19

2-54

2-38

4-14

4-10 2-55

2-39

3-28

1-17

3-20

1-13 2-56

2-40

6-3 6-4

7-2 2-57

2-41 1-18

3-29

1-14

3-21

2-58

2-42 4-15

4-11

2-59

2-43

3-30

3-22 1-19

2-44 2-60

5-6 5-8

2-45 2-61

3-23 3-31

2-46 2-62

4-12 4-16

2-47 2-63

3-24 3-32

1-15 1-20

2-48 2-64

109

110 山本 琉晴 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 成瀬 周弥 (東名卓球ジム) 147

杉浦 輝磨 (ＳＵＮＲＩＳＥ) 148111 永井 悟志 (卓伸クラブ)

太田 斗優 (幸田中) 榊原 正悟 (富貴ジュニア)

上原 漸 (うばこやまＪｒ．) 144

146

(Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 145108 今井 柊眞 (左京山中) 宮治 真叶

107 有馬 汐恩 (春木中)

106 堀場 湊人 (みつのきＴＴＣ) 久田 朋樹 (幸田中) 143

105 齋藤 匠 (若園) 斎藤 壮綺 (幸田北部中) 142

亀地 徹昭 (ｒａｂｂｉｔ) 140

104 丹羽 春午 (南山中) 生田 成史

103 深井 康輝 (フレンドシップ)

(私立東海中) 141

102 山田 悠真 (ＭＡＫＯＴＯ卓球ジム) 山北 貫太 (フレンドシップ) 139

101 馬場 航 (サードプレイス) ｂｙｅ 138

菅沼 光騎 (幸田中) 136

100 大須賀 和樹 (幸田中) 藤戸 研二

99 清原 暖生 (有松ＥＣ)

(サードプレイス) 137

98 井口 剛 (たかはまＳＣ) 野々山 堅太 (ＡＧ　Ｊｒ) 135

97 岩瀬 昂生 (幸田北部中) 永田 結大 (名古屋中) 134

今村 一稀 (南山中) 132

96 日比野 泰 (名古屋中) 相賀 裕介

95 荒尾 亮太 (扇台中)

(大高中) 133

94 真田 守偉 (愛工大名電中) 呉竹 快太 (若草クラブ) 131

93 山下 晃生 (富貴ジュニア) 平岡 遼大 (菊友クラブ) 130

畔柳 雅也 (たかはまＳＣ) 128

92 長谷川 拓海 (幸田北部中) 森 凪人

91 宮本 莉玖 (幸田中)

(ＫＮＵＣＫＬＥ) 129

90 中村 誠大 (フレンドシップ) 景山 裕貴 (私立東海中) 127

89 中瀬 篤洋 (ＣＯＳＭＩＣ) 小林 瞭太 (南山中) 126

浅沼 康輝 (ネクサス) 124

88 村田 陽翔 (隼クラブ) 兼山 航輝

87 原 崚太 (大高中)

(ＹＮＳ卓球スクール) 125

86 奥村 洋佑 (名古屋中) 神谷 侑 (ブラックパインズ) 123

85 ｂｙｅ 山本 優輝 (名古屋中) 122

小酒井 悠斗 (明誠ＥＣ) 120

84 大見 尚央 (ピンテック) 盛田 耀日

83 長坂 泰斗 (米田道場)

(Ｍ－ｔｗｏ) 121

82 瀧 雄成 (明誠ＥＣ) 松岡 大智 (Ａｈｓｈ．ＴＴＣ) 119

81 大脇 奏人 (三好クラブ) 刈田 睦士 (幸田中) 118

片石 千裕 (刈谷ＫＨ) 116

80 平松 大誠 (御津クラブ) 赤木 皇施

79 奥野 翔也 (幸田中)

(幸田北部中) 117

78 坂本 晄太郎 (滝ノ水) 森脇 靖登 (片葩クラブ) 115

(富貴ジュニア) 113

77 今井 琉偉 (私立東海中) 鈴木 孝斗 (大高中) 114

76 鈴木 佑真 (うばこやまＪｒ．) 田原 琉晟

75 宮本 晟弥 (愛工大名電中)

令和4年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）　愛知県予選会

　　主催：愛知県卓球協会

　　協賛：ニッタク

　　令和4年5月7日（土）

　　パロマ瑞穂アリーナ

郡司 景斗 (愛工大名電中) 112



敗者復活戦（男子シングルス）

1-① 1-⑤

2-① 2-③

1-② 1-⑥

3-① 3-②

1-③ 1-⑦

2-② 2-④

1-④ 1-⑧

3-①、3-②の勝者は予選通過

3-①、3-②の敗者は決定戦を行い、勝者が予選通過

4-3の敗者 (　　　　　　　　　) (　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　) 4-16の敗者4-8の敗者 (　　　　　　　　　)

4-15の敗者4-7の敗者 (　　　　　　　　　) (　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　) 4-14の敗者4-6の敗者 (　　　　　　　　　)

4-13の敗者4-5の敗者 (　　　　　　　　　) (　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　) 4-12の敗者4-4の敗者 (　　　　　　　　　)

4-11の敗者

(　　　　　　　　　) 4-10の敗者4-2の敗者 (　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　) 4-9の敗者4-1の敗者 (　　　　　　　　　)

　　　　　　パロマ瑞穂アリーナ

令和4年度中部日本卓球選手権大会（カデットの部）　愛知県予選会

　　　　　　主催：愛知県卓球協会

　　　　　　協賛：ニッタク

　　　　　　令和4年5月7日（土）


