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Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 (龍　谷) 吉田 圭佑 [1]
1 1 (龍　谷) 雨森 匡哉 吉田 圭佑 [1]

   雨森 匡哉
2   Bye 1  吉田 圭佑 [1]

 (県立工) 山﨑 叶翔  雨森 匡哉
3  (県立工) 清水 幹太 山﨑 叶翔 6-1

 (泉　丘) 浅田 健風 清水 幹太  
4  (泉　丘) 笠井 祐久 6-2 吉田 圭佑 [1]

 (石高専) 小寺 康介  雨森 匡哉
5  (石高専) 岡本 一竜 端野 潤希 7-5

 (鵬学園) 端野 潤希 高橋 凜太  
6  (鵬学園) 高橋 凜太 6-2 端野 潤希

    高橋 凜太
7   Bye 15 板尾 亮昌 [16] 6-3

 (小　松) 板尾 亮昌 [16] 海老 悠冬  
8  (小　松) 海老 悠冬  吉田 圭佑 [1]

 (二　水) 藤井 大誠 [12]  雨森 匡哉
9  (二　水) 頼長 翔 藤井 大誠 [12] 6-2

   頼長 翔  
10   Bye 9  藤井 大誠 [12]

 (金沢西) 大野 瑠斗  頼長 翔
11  (金沢西) 池田 暁 大野 瑠斗 6-0

   池田 暁  
12   Bye 24  堀岡 航 [5]

 (金市工) 吉原 周大  林 涼月
13  (金市工) 林野 寛太 吉原 周大 6-2

 (金大附) 佐伯 隆史 林野 寛太  
14  (金大附) 関口 丈琉 6-4 堀岡 航 [5]

    林 涼月
15   Bye 7 堀岡 航 [5] 6-4

 (龍　谷) 堀岡 航 [5] 林 涼月  
16 5 (龍　谷) 林 涼月  吉田 圭佑 [1]

 (泉　丘) 岡田 佳樹 [3]  雨森 匡哉
17 3 (泉　丘) 東 光翼 岡田 佳樹 [3] 4-3 Ret.

   東 光翼  
18   Bye 3  岡田 佳樹 [3]

 (松　任) 濱﨑 颯太  東 光翼
19  (松　任) 西村 快翔 山田 孝 6-1

 (県立工) 山田 孝 東 明篤  
20  (県立工) 東 明篤 w.o. 岡田 佳樹 [3]

 (伏　見) 加藤 那和  東 光翼
21  (伏　見) 小田 健太 加藤 那和 6-0

 (金市工) 北口 颯太 小田 健太  
22  (金市工) 常光 倫太朗 6-4 加藤 那和

    小田 健太
23   Bye 13 山田 颯士 [15] 6-3

 (小　松) 山田 颯士 [15] 片岡 秀斗  
24  (小　松) 片岡 秀斗  岡田 佳樹 [3]

 (龍　谷) 古瀬 楓 [9]  東 光翼
25 6 (龍　谷) 川合 海斗 古瀬 楓 [9] 6-3

   川合 海斗  
26   Bye 11  古瀬 楓 [9]

 (伏　見) 中島 魁志  川合 海斗
27  (伏　見) 川尻 空 山口 泰平 6-2

 (泉　丘) 山口 泰平 西村 壮太  
28  (泉　丘) 西村 壮太 6-3 古瀬 楓 [9]

 (桜　丘) 土田 樹輝  川合 海斗
29  (桜　丘) 雪城 皓汰 中川 伶葵 7-5

 (松　任) 中川 伶葵 近岡 真広  
30  (松　任) 近岡 真広 6-1 梶川 烈嗣 [6]

    舘 佑太郎
31   Bye 5 梶川 烈嗣 [6] 6-1

6 (泉　丘) 梶川 烈嗣 [6] 舘 佑太郎  
32  (泉　丘) 舘 佑太郎   

 (県立工) 石立 湧雅 [7]   
33 6 (県立工) 竹田 匠汰 石立 湧雅 [7]  

   竹田 匠汰  
34   Bye 6  島田 虎太郎

 (金沢西) 中村 琉晟  能坂 輝
35  (金沢西) 小西 恭平 島田 虎太郎 6-1

 (県立工) 島田 虎太郎 能坂 輝  
36  (県立工) 能坂 輝 6-0 土井 涼平

 (金大附) 林 真央  阿佐比 陽
37  (金大附) 細見 一樹 土井 涼平 6-4

 (金　沢) 土井 涼平 阿佐比 陽  
38  (金　沢) 阿佐比 陽 6-0 土井 涼平

    阿佐比 陽
39   Bye 12 中出 大貴 [10] 6-0

 (金沢西) 中出 大貴 [10] 浜野 太希  
40  (金沢西) 浜野 太希  平山 祐雅 [4]

 (桜　丘) 宮前 太一 [14]  西村 吉平
41  (桜　丘) 片山 優斗 宮前 太一 [14] 7-5

   片山 優斗  
42   Bye 14  宮前 太一 [14]

 (金市工) 伊藤 祥太郎  片山 優斗
43  (金市工) 布袋 武蔵 笠川 凌 6-1

 (石高専) 笠川 凌 長澤 建琉  
44  (石高専) 長澤 建琉 6-4 平山 祐雅 [4]

 (県立工) 木下 功陽  西村 吉平
45  (県立工) 笠井 麟太郎 井上 義貴 6-0

 (金　沢) 井上 義貴 木村 宙翔  
46  (金　沢) 木村 宙翔 6-2 平山 祐雅 [4]

    西村 吉平
47   Bye 4 平山 祐雅 [4] 7-6(5)

 (鵬学園) 平山 祐雅 [4] 西村 吉平  
48 3 (鵬学園) 西村 吉平  平山 祐雅 [4]

 (金沢西) 森林 諒 [8]  西村 吉平
49 6 (金沢西) 藤 虎汰郎 森林  諒 [8] 5-4 Ret.

   藤 虎汰郎  
50   Bye 8  森林 諒 [8]

 (鵬学園) 古田 涼真  藤 虎汰郎
51  (鵬学園) 干場 研音 古田 涼真 6-1

   干場 研音  
52   Bye 26  山崎 主真

 (寺　井) 山崎 主真  澤守 一成
53  (寺　井) 澤守 一成 山崎 主真 6-3

 (県立工) 南保 良多 澤守 一成  
54  (県立工) 竹田 圭汰 6-0 山崎 主真

    澤守 一成
55   Bye 10 松本 治樹 [11] 6-2

 (泉　丘) 松本 治樹 [11] 溝渕 蒼太郎  
56  (泉　丘) 溝渕 蒼太郎  直喜 温也 [2]

 (金沢西) 西井 大悟 [13]  織田 哲平
57  (金沢西) 西岡 浩志 西井 大悟 [13] 6-1

   西岡 浩志  
58   Bye 16  西井 大悟 [13]

 (県立工) 中川 蒼葉  西岡 浩志
59  (県立工) 武藤 唯冬 川浦 悠貴 6-4

 (金大附) 川浦 悠貴 笠井 理久  
60  (金大附) 笠井 理久 6-3 直喜 温也 [2]

 (金市工) 北島 大輝  織田 哲平
61  (金市工) 坂口 耕太 北島 大輝 6-1

 (県立工) 桑田 航希 坂口 耕太  
62  (県立工) 浦嶋 空 6-4 直喜 温也 [2]

    織田 哲平
63   Bye 2 直喜 温也 [2] 6-0

 (金　沢) 直喜 温也 [2] 織田 哲平  
64 2 (金　沢) 織田 哲平  

   
  


