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男子ダブルス ( 1 / 2 )

泉原 大地 柳川 篤士
高瀬 泰雅 1-6 3-6 數井 景冴

川淵 峻太朗
0 3

石橋 龍飛
赤井 健人 1-1 3-1 綿 隼人

山田　 恭輔 0 0 中田 賢颯
砂子　 陸 1-10 3-10 寺脇 秀悟

横田 凌 明石 健吾
米田 悠太 1-2 2 3-2 山峯 京介

吉田 匡伸 髙田 健太郎
平田 珠羽哉 1 1-7 3-7 1 齋藤 亮太郎

八田 航輔
0 1 0 0

大田 晴也
村上 太一 1-3 3-3 羽岡 空

寺下 将臣 3 杉本 楓弥

喜田 駿 1-12 0 3-12 本島 遥叶

本田 悠真
2 0

原田 怜明
岡田 拓 1-8 2 3-8 荒谷 文俊

前川  一翔 3 北野 真翔
中山 舜揮 1-4 3-4 宮下 悠貴

東澤 寛喜 陶山 　湧生
妹尾 莉空 1-11 3-11 1 中川 　凜音

早瀬 侑生 1 1 大場  暖人
能崎 雄也 1-5 0 3-5 須曽 快登

松村 隼 塩原 大貴
白山 叶翔 2 1-9 3-9 1 梅澤 那旺

神下 快翔 丸山 慈央
太田 大晴 3 西川 陽都

小林 樹生 2 角 隼杜
下田 航大 2-9 0 1 4-9 佐々木 禅叶

橘 空良
2 2

遠矢 和成
笠井 隆介 2-5 4-5 名取川 陽

才木 爽輔 2 1 大家 健慎
村上 和臣 2-11 0 0 4-11 藤田　 駿

福西 創太 吉川 恭平
竹中 勇陽 2-4 1 4-4 吉藤 悠斗

種  恭平 山村 凰太
黒川 颯斗 0 2-8 4-8 0 高辻 芽吹

山本 芽生 大島 斗哉
下田 利茂 1 上田 優

中野 航太朗 0 2-12 3 4-12 中村 洸大郎
堀 勇飛 2-3 2 4-3 福田 楓太

前田　 航汰 守光 慧
亀尾　 立晟 2-7 2 4-7 0 大村 遙隼

増山 悠輝 0 宮島 優樹
中川  将吾 2-2 4-2 櫻井 颯大

林 颯太 2 石崎 陽太
二口 智成 2 2-10 4-10 清島 一颯

越巻 　綾斗 0 武田 幸誠
辻　 　知樹 2-1 0 0 4-1 岡本 龍磨

上坂 匠 稲元 　佑威
木本 寛太 2-6 4-6 3 水木 　大翔

宮本 大樹 1 三木 颯人
嶋田 光太郎 小峯 大空

2 (小杉) 28 (入善)

1 (富工) 27 (富中)

4 (魚津) 30 (伏木)

3 (桜井) 29 (福野)

6 (砺波) 32 (小杉)

5 (高岡) 31 (魚津)

8 (高南) 34 (氷見)

7 (石動) 33 (高工)

10 (富中) 36 (新湊)

9 (福岡) 35 (石動)

12 (砺工) 38 (滑川)

11 (高商) 37 (不工)

14 (入善) 40 (富工)

13 (福野) 39 (高商)

16 (砺波) 42 (桜井)

15 (高岡) 41 (入善)

18 (富工) 44 (高南)

17 (富山) 43 (福野)

20 (小杉) 46 (福岡)

19 (滑川) 45 (砺工)

22 (不工) 48 (富山)

21 (桜井) 47 (砺波)

24 (新湊) 50 (石動)

23 (高工) 49 (高商)

26 (高商) 52 (高岡)

25 (福岡) 51 (高工)
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小森 寛太 高畠 未来
赤坂 浩太 12-6 10-6 本島 圭悟

島田 悟志 1 山本 壮太
山谷 滉 12-1 10-1 内田  朱哉

山本 響生 0 0 籠浦　 淳
村中 大輝 2 12-10 10-10 谷　 郁弥

長田 健佑 1 中川 陽輝
佐藤 正行 12-2 0 1 10-2 酒井 悠我

寺井 　修澄 室 愛琉
手林 　莉久 0 12-7 10-7 若林 健太

川渕 倖栄
0 1 1 1

福井 利宗
氷見 翔良 12-3 10-3 島内 泰河

丈田 三志郎 新司 宗太朗
小西 創大 12-12 3 0 10-12 畑 鷗太朗

横山 瑛史 0 礒部 　裕晃

川島 澄高 12-8 2 0 10-8 佐伯 　拓人

村田 頼紀 0 中川 怜
牧野 悠希 12-4 10-4 山形 建登

藤田 大和 3 舟田 笑
上子 悠太 12-11 10-11 2 武田 圭太

森 夢矢
0 0 0 2

森永 智大
池田 省吾 12-5 0 0 10-5 中段 晴生

川原 優輝 荒井 大河
高野 匠矢 12-9 10-9 夏目 陽亮

藤井 優羽 小林　 侑世
中村 晃大 0 福井 天太

平野 介士 吉田 直弥
小坂 海翔 11-9 9-9 八田 倫太朗

谷口 景斗
0 2

上保 俊慧
金山 新之介 11-5 9-5 羽柴 航盟

深井 大夢 2 2 五島 英志
坂本 悠真 11-11 2 9-11 坪内 隆成

板倉 航希 佐々木 開成
濵屋 耀人 11-4 1 9-4 潟沼 秀太

茶木 優和 黒田 吏玖
納藤 傑 0 11-8 9-8 2 宮本 丈寛

白米 玲央 1 1 西川 桐矢
上田 大智 11-12 9-12 寺林 涼太

稲田　 遥樹 太田 竜介
高縁　 悠生 11-3 9-3 平田 圭吾

原 裕一 湊 祐貴
松岡 泰誠 0 11-7 0 1 9-7 2 吉村 昊

藤澤 秀斗 0 平尾 優弦
橘 奏成 11-2 9-2 森田 大翔

木下 優希 3 1 江上 大貴
串田 匠 3 11-10 9-10 宇津呂 愁矢

堀田 勇吏 2 0 中村 　悠人
橋本 空 11-1 3 0 9-1 木内 　大創

島田 魁人 高野 悠太
八幡 豪之介 0 11-6 9-6 宅美 佑真

白井 瀬都 上田 健心
村井 颯汰 堅田 愛都

　　　　　　決勝　　泉原大地 ・ 高瀬泰雅　（　富工　０-------４上田健心 ・ 堅田愛都　（　高商　　）

54 (福岡) 80 (不工)

53 (富工) 79 (高工)

56 (富山) 82 (福岡)

55 (魚津) 81 (桜井)

58 (石動) 84 (氷見)

57 (新湊) 83 (高商)

60 (砺波) 86 (新湊)

59 (福野) 85 (入善)

62 (高岡) 88 (魚津)

61 (富中) 87 (富山)

64 (不工) 90 (富中)

63 (小杉) 89 (高南)

66 (富中) 92 (福野)

65 (砺工) 91 (富工)

68 (滑川) 94 (石動)

67 (富山) 93 (砺波)

70 (伏木) 96 (滑川)

69 (入善) 95 (砺工)

72 (桜井) 98 (高岡)

71 (富工) 97 (富中)

74 (魚津) 100 (小杉)

73 (高工) 99 (高工)

76 (砺工) 102 (新湊)

75 (高南) 101 (不工)

78 (高商) 104 (高商)

77 (高岡) 103 (高南)


