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01 02 03 04 05 06

1 R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

山岸 望 ((金市工)) 加納 嘉将 ((龍　谷)) 川浦 悠貴 ((金大附)) 浅井 理郁 ((錦　丘)) 馬越 大翔 ((鶴　来)) 東田 侑大 ((小松工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

平田 有偉 ((北陸学)) 山田 彰真 ((小松工)) 溝渕 蒼太郎 ((泉　丘)) 西岡 浩志 ((金沢西)) 濱谷 健太郎 ((伏　見)) 齋藤 天吾 ((北　陵))

      

      

2 R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

林野 寛太 ((金市工)) 端野 潤希 ((鵬学園)) 関口 丈琉 ((金大附)) 土田 樹輝 ((桜　丘)) 東田 大和 ((小松工)) 野村 累斗 ((小松工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

玉城 冬磨 ((北　陵)) 平田 修太郎 ((泉　丘)) 池田 太瑛 ((金沢学)) 山﨑 叶翔 ((県立工)) 長澤 建琉 ((石高専)) 竹田 匠汰 ((県立工))

      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

3 R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

豊蔵 陽太郎 ((泉　丘)) 山口 朱璃 ((北　陵)) 蚊戸 瞭汰 ((泉　丘)) 今井 智也 ((松　任)) 村崎 蓮 ((金沢学)) 木下 功陽 ((県立工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

中島 魁志 ((伏　見)) 森林 諒 ((金沢西)) 森 航生 ((桜　丘)) 北 拓弥 ((小松工)) 高橋 凜太 ((鵬学園)) 雪城 皓汰 ((桜　丘))

      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

4 R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

伊藤 祥太郎 ((金市工)) 山下 翔也 ((鶴　来)) 福田 大翔 ((小松工)) 一願 葵生 ((県立工)) 藤村 圭吾 ((錦　丘)) 四十万 颯治 ((伏　見))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

寺口 航平 ((二　水)) 田中 治樹 ((錦　丘)) 浦嶋 空 ((県立工)) 吉原 周大 ((金市工)) 大西 正貴 ((金沢学)) 池田 諒真 ((桜　丘))

      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

5  R128  R128  R128  R128  R128  R128

      

菅谷 力也 ((県立工)) 干場 慎也 ((松　任)) 瀧 翔太朗 ((泉　丘)) 平山 祐雅 ((鵬学園)) [6] 奥村 陽斗 ((北　陵)) 道倉 大和 ((県立工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

馬越 大. 鶴賀 善太郎 ((県立工)) 東田 侑. 申 蓮. 辻森 律己 ((泉　丘)) 加戸 蓮槻 ((桜　丘))

or 濱谷 健.  or 齋藤 天. or 前田 陽.   

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

6  R128  R128  R128  R128  R128  R128

  端野 潤.  土田 樹. 東田 大.

山本 善風 ((伏　見)) 福田 透生 ((大聖寺)) or 平田 修. 中山 裕也 ((遊学館)) [14] or 山﨑 叶. or 長澤 建.

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

南保 良. 林野 寛. 原田 月読 ((錦　丘)) 関口 丈. 村井 駿介 ((泉　丘)) 近岡 真広 ((松　任))

or 坂野上 隼. or 玉城 冬.  or 池田 太.   

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

7  R128  R128  R128  R128  R128  R128

 岩木 和.   武田 晴.  

水野 寛大 ((伏　見)) or 濱﨑 颯. 藤 虎汰郎 ((金沢西)) 古瀬 楓 ((龍　谷)) or 津雲 漣. 米村 康生 ((金沢学))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

小松 和生 ((桜　丘)) 干場 研音 ((鵬学園)) 林 涼. 梶川 烈嗣 ((泉　丘)) 加藤 稜一 ((松　任)) 中川 蒼葉 ((県立工))

  or 別宮 温.    

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

8  R128  R128  R128  R128  R128  R128

  木下 功. 北口 颯. 上山 星.  

桑田 航希 ((県立工)) 村上 慶太朗 ((二　水)) or 雪城 皓. or 田中 大. or 横越 康. 有吉 希生 ((金大附))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

村崎 蓮. 髙橋 悠 ((伏　見)) 川合 海斗 ((龍　谷)) [13] 宮前 太一 ((桜　丘)) 今村 優志 ((北陸学)) 北川 樹.

or 高橋 凜.     or 大田 拓.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

9  R128  R128  R128  R128  R128  R128

 山下 翔.   福田 大.  

吉野 至 ((金沢学)) or 田中 治. 赤木 俊太 ((泉　丘)) 佐伯 隆史 ((金大附)) or 浦嶋 空. 和田 琉心 ((鶴　来))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

伊藤 祥. 竹田 圭汰 ((県立工)) 永井 蒼士 ((桜　丘)) [7] 松田 圭太 ((桜　丘)) 森 嵩登 ((錦　丘)) 山口 泰平 ((泉　丘))

or 寺口 航.      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

10 R64 R64 R64 R64 R64 R64

?? 安藤 晴. 干場 慎. 平山 祐. 道倉 大. 穴田 泰.

or 川尻 空. or ?? or 鶴賀 善. or ?? or 加戸 蓮. or 安間 陸.

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

?? 菅谷 力. 瀧 翔. 奥村 陽. 小野 佑. 戸田 聖.

or 石立 湧. or ?? or ?? or 辻森 律. or ?? or ??

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

11 R64 R64 R64 R64 R64 R64

大端 康. 島田 虎. ?? 古瀬 楓. 米村 康. 三浦 遼.

or ?? or ?? or 干場 研. or 梶川 烈. or 中川 蒼. or ??

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

宮崎 竜. 水野 寛. 藤 虎. ?? ?? 上田 拓.

or 喜多 洋. or 小松 和. or ?? or 加藤 稜. or 清水端 一. or ??

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

12 R64 R64 R64 R64 R64 R64

塚田 愛. 寺崎 椋. ?? 佐伯 隆. 和田 琉. 揚見 壮.

or 西村 壮. or ?? or 竹田 圭. or 松田 圭. or 山口 泰. or 笠井 麟.

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

?? 吉野 至. 赤木 俊. ?? ?? ??

or 西村 吉. or ?? or 永井 蒼. or 森 嵩. or 小田 健. or 宮崎 利.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

13 R32 R32 R32 R32 R32 R32

８１～８８ ９７～１０４ １１３～１２０ １２９～１３６ １４５～１５２ １６１～１６８

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

８９～９６ １０５～１１２ １２１～１２８ １３７～１４４ １５３～１６０ １６９～１７６

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

14 R16 R16 R16 R16 R16 R16

１～１６ ３３～４８ ６５～８０ ９７～１１２ １２９～１４４ １６１～１７６

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

１７～３２ ４９～６４ ８１～９６ １１３～１２８ １４５～１６０ １７７～１９２

      



07 08 09 10 11 12

R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

申 蓮音 ((龍　谷)) 中川 怜葵 ((松　任)) 國米 隆聖 ((錦　丘)) 小島 俊祐 ((金沢学)) 牧 蒼太 ((桜　丘)) 南保 良多 ((県立工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

前田 陽祐 ((金大附)) 石地 雄太朗 ((錦　丘)) 片山 優斗 ((桜　丘)) 三浦 恭 ((泉　丘)) 西多 匠 ((鶴　来)) 坂野上 隼人 ((北陸学))

      

      

R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

東 明篤 ((県立工)) 岡田 佳樹 ((泉　丘)) 岩木 和輝 ((金沢学)) 林 涼月 ((龍　谷)) 武田 晴斗 ((桜　丘)) 小西 悠斗 ((錦　丘))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

常光 倫太朗 ((金市工)) 部谷 真椰 ((錦　丘)) 濱﨑 颯太 ((松　任)) 別宮 温朗 ((小松工)) 津雲 漣 ((県立工)) 林 真央 ((金大附))

      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R256 R256 R256 R256 R256 R256

      

北口 颯太 ((金市工)) 上山 星我 ((小松工)) 北川 樹 ((伏　見)) 河﨑 真 ((北　陵)) 北村 幸輝 ((桜　丘)) 山田 孝 ((県立工))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

田中 大地 ((錦　丘)) 横越 康一郎 ((泉　丘)) 大田 拓実 ((鶴　来)) 村尾 和紀 ((錦　丘)) 熊野 来恩 ((北陸学)) 蓮井 友也 ((小松工))

      

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R256  R128  R128  R128  R128  R128

  山岸 望. 加納 嘉. 川浦 悠.  

岡本 一竜 ((石高専)) 高崎 昊大 ((錦　丘)) [1] or 平田 有. or 山田 彰. or 溝渕 蒼. 安藤 晴紀 ((桜　丘)) [15]

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

松本 治樹 ((泉　丘)) 田中 優 ((桜　丘)) 米田 緋彩 ((寺　井)) 川尻 空 ((伏　見)) 石立 湧雅 ((県立工)) 浅井 理.

     or 西岡 浩.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

 R128  R128  R128  R128  R128  R128

    牧 蒼.  

小野 佑悟 ((北陸学)) 穴田 泰我 ((二　水)) [10] 戸田 聖人 ((小松工)) 加藤 那和 ((伏　見)) or 西多 匠. 雨森 匡哉 ((龍　谷)) [4]

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

中川 怜. 安間 陸人 ((泉　丘)) 國米 隆. 小島 俊. 西出 倫 ((県立工)) 山﨑 一平 ((桜　丘))

or 石地 雄.  or 片山 優. or 三浦 恭.   

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

 R128  R128  R128  R128  R128  R128

      

清水 幹太 ((県立工)) 小寺 稀介 ((桜　丘)) [5] 浅田 健風 ((泉　丘)) 大端 康郁 ((錦　丘)) 宮崎 竜伊 ((二　水)) 島田 虎太郎 ((県立工)) [12]

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

能木場 賢生 ((鶴　来)) 野村 累. 宮本 翔 ((鶴　来)) 東 明. 喜多 洋介 ((松　任)) 岡田 佳.

 or 竹田 匠.  or 常光 倫.  or 部谷 真.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

 R128  R128  R128  R128  R128  R128

小西 悠.    蚊戸 瞭.  

or 林 真. 三浦 遼珂 ((遊学館)) 上田 拓実 ((小松工)) 武藤 唯冬 ((県立工)) or 森 航. 高橋 英斗 ((泉　丘))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

清水端 一優 ((桜　丘)) [10] 豊蔵 陽. 山口 朱. 盛田 雄斗 ((錦　丘)) 山田 恭輔 ((金市工)) [8] 今井 智.

 or 中島 魁. or 森林 諒.   or 北 拓.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

 R128  R128  R128  R128  R128  R128

  河﨑 真.  北村 幸.  

西村 快翔 ((松　任)) 堀岡 航 ((龍　谷)) or 村尾 和. 塚田 愛生 ((伏　見)) or 熊野 来. 寺崎 椋亮 ((松　任))

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

能坂 輝 ((県立工)) [3] 上田 悠陽 ((遊学館)) 荒木 悠希 ((県立工)) 西村 壮太 ((泉　丘)) 西村 吉平 ((鵬学園)) [9] 山田 孝.

     or 蓮井 友.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

 R128  R128  R128  R128  R128 R64

一願 葵.  藤村 圭.  岡本 一. 高崎 昊.

or 吉原 周. 揚見 壮裕 ((二　水)) or 大西 正. 古田 涼真 ((鵬学園)) or 松本 治. or 田中 優.

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

小田 健太 ((伏　見)) [15] 笠井 麟太郎 ((県立工)) 宮崎 利大 ((松　任)) 四十万 颯. 吉田 圭佑 ((龍　谷)) [2] ??

   or 池田 諒.  or 米田 緋.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R64 R64 R64 R64 R64 R64

加藤 那. 雨森 匡. 福田 透. 中山 裕. ?? 小寺 稀.

or ?? or 山﨑 一. or ?? or ?? or 近岡 真. or ??

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

?? 山本 善. ?? ?? 清水 幹. 浅田 健.

or 西出 倫. or ?? or 原田 月. or 村井 駿. or 能木場 賢. or 宮本 翔.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R64 R64 R64 R64 R64 R64

武藤 唯. 高橋 英. 村上 慶. ?? 有吉 希. 堀岡 航.

or 盛田 雄. or ?? or 髙橋 悠. or 宮前 太. or ?? or 上田 悠.

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

?? 桑田 航. ?? ?? 西村 快. ??

or 山田 恭. or ?? or 川合 海. or 今村 優. or 能坂 輝. or 荒木 悠.

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R64 R32 R32 R32 R32 R32

古田 涼.

or ?? １～８ １７～２４ ３３～４０ ４９～５６ ６５～７２

vs. vs. vs. vs. vs. vs.

??

or 吉田 圭. ９～１６ ２５～３２ ４１～４８ ５７～６４ ７３～８０

      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

R32 R32 R32 R32 R32

１７７～１８４ １９３～２００ ２０９～２１６ ２２５～２３２ ２４１～２４８

vs. vs. vs. vs. vs.

１８５～１９２ ２０１～２０８ ２１７～２２４ ２３３～２４０ ２４９～２５６

     

Followed by Followed by     

R16 R16     

    

１９３～２０８ ２２５～２４０     

vs. vs.     

    

２０９～２２４ ２４１～２５６     

      


