
主催・主管：ラクーンジュニア  ＆　高知市バドミントン連盟

＜期日＞　令和４年８月７日（日）開場7:00　試合開始8:45（予定）

＜コートに関して＞

＜参加費＞１人500円とnewシャトル2個（検定球の必要はありません）

＜競技に関して＞

＊　原則コールなしです。ＨＰ及び掲示物をご参照ください。

【得点】 全試合延長ポイントはなし。得点はクラスごとに違いますのでご注意ください。

【順位決定】 　勝敗→得失点数→直接対決→抽選　で決定します。

【審判】 　試合終了後の選手による相互審判とします。主審：敗者　線審：勝者　線審：敗者チームより

　　　　　　　　　試合終了後は結果記入用紙に両者確認のもと点数を記入。

【流れ】　(1)次の試合する選手同士は、試合前にコート横のポータルネットで半面フリー練習を行う。

　　　　　　　　　　※　ポータルネットによる練習のシャトルは各自持ち寄りでお願いします。

　　　　　　　　　　※　初級の部はポータルネットによる練習はありません。

【流れ】　(2)試合をおこなう。

【流れ】　(3)試合後は審判。主審：敗者　線審：勝者　線審：敗者チームより

　　※記入は点数をお願いします。（１５－５）等

　　※「ひよこ」と「上級」は時間でＡＢの2面展開を入れ替えます。

　　　　　↑競技が始まったら岡村が「ひよこ」「上級」に直接説明をします。

【コロナ対応】

・検温含めた選手の健康管理は各チーム代表者の責任のもと参加してください。

・観客の制限は行いませんが、声援なしでお願いします。

※　当日も「お願い」をさせて頂きますが、各ご家庭が、お子さまの姿を十分に観れるよう

　　　　　 フェンス側への席取りはご遠慮ください。

・試合中以外はマスク着用でお願いします。

・食事は「黙食」の徹底を各チームでお願いします。

・フロアには選手＋指導者以外は下りないようにお願いします。（ひよこの部は例外とします)

＜その他＞

・紙媒体の組合せ等は配布致しません。必要な場合は各チームで印刷してください。

・体育館自動販売機で購入した物以外はお持ち帰りください。

・貴重品は各自で管理をしてください。

・１７：００までに片付けを含めて打ち切ることをご了承ください。

・基礎打ち及び交流試合用のシャトルは各チームでご準備ください。

・昼食時間は１１：４０頃を目安に取る予定です。

第１回小学生中学生バドミントン大会要項



第１回小学生中学生バドミントン大会選手一覧
ひよこＡ

9-10コート
11点×１Ｇ

ひよこＢ
11コート

11点×１Ｇ
初級

3-7コート
２１点×１Ｇ

香 長 中 　久保　あやね 香 長 中 　笹岡　楓夏 城 西 中 　西村　楓花

香 長 中 　溝渕　里桜 香 長 中 　岡　　 七星 城 西 中 　松永　志緒里

香 長 中 　土居　美月 香 長 中 　谷岡　詩音 鏡　　 中 　川﨑　雄仁

香 長 中 　垣内　颯 城 西 中 　松岡　空七 鏡　　 中 　川崎　あゆ

城 西 中 　北岡　依知佳 城 西 中 　中村　優奈 鏡　　 中 　澤村　優那

城 西 中 　山本　華乃音 ラクーン 　川上　理乎 ラクーン 　矢野　瑛太

ラクーン 　中越　芽愛 ラクーン 　矢野　えみ 潮 江 中 　濱口　維織

ラクーン 　中越　あん 潮 江 中 棄　権 潮 江 中 　市川　大雅

潮 江 中 棄　権 潮 江 中 　大野　永愛 潮 江 中 　山下　由輝

潮 江 中 　石本　佳央 潮 江 中 　梶原　未愛 潮 江 中 　加納　瑞己

潮 江 中 　松本　穂花 潮 江 中 　川村　雫 城 西 中 　田村　咲穂

潮 江 中 　阿久津　琴音 潮 江 中 　松田　希乃花 城 西 中 　寺村　季葉

潮 江 中 　池　一良利 潮 江 中 　岡本　萌

潮 江 中 　蓼原　百花 潮 江 中 　柴田　侑香

潮 江 中 　青木　聡美 潮 江 中 　河村　さくら

潮 江 中 　光富　月音

中級Ａ
4コート

15点×１Ｇ
中級Ｂ
8コート

15点×１Ｇ
中級Ｃ
6コート

15点×１Ｇ

香 長 中 　久保　とうご 香 長 中 　田島　寧々 香 長 中 　前田　美汐

香 長 中 　多田　楓彩 香 長 中 　川村　伊吹 香 長 中 　寺脇　悠斗
香 長 中 　伊藤　成美 城 西 中 　宮﨑　涼大 城 西 中 　久光　颯太

城 西 中 　樋熊　瑛汰 城 西 中 　片岡　瑞人 城 西 中 　公文　大智
城 西 中 　大野　利央 城 西 中 　下元　心琴 城 西 中 　竹村　心音

鏡　　 中 　武田　潮音 城 西 中 　杉本　雛子 鏡　　 中 　澤村　優樹

ラクーン 　西森　ゆず ラクーン 　濱田　辿 ラクーン 　石井　宋季
ラクーン 　矢野　晄大 潮 江 中 　井伏　蓮 潮 江 中 　室津　快光
潮 江 中 　秋山　裕太郎 潮 江 中 　濵田　彪臥 潮 江 中 　道家　颯志

潮 江 中 　政岡　瑠那 潮 江 中 　濵渦　佳菜満 潮 江 中 　川村　蕾
潮 江 中 　中島　麻央 潮江中 　池　萱名 潮 江 中 　川上　友賀

上級Ａ
2コート

15点×１Ｇ
上級Ｂ

1-5コート
15点×１Ｇ

ラクーン 　三谷　新太 ラクーン 　濱田　夢来

ラクーン 　石井　嗣樹 ラクーン 　宇賀　望空斗

ラクーン 　中川　大輔 鏡　　 中 　中川　佳月

鏡　　 中 　門田　琉来 鏡　　 中 　今村　駿文

鏡　　 中 　西森　小夏 鏡　　 中 　尾﨑　英汰

城 西 中 　大川　鈴七 香 長 中 　濵口　彩羽

城 西 中 　川邑　迪矢 城 西 中 　西森　藍翔

城 西 中 　津野　翼希 城 西 中 　岡田　悠靖

城 西 中 　西森　葵彩 城 西 中 　西森　孔亮

城 西 中 　野村　和己 城 西 中 　小松　楓和

城 西 中 　松田　太吉 城 西 中 　北村　日奈向

潮 江 中 　谷渕　昊佑 潮 江 中 　菊本　百芳

潮 江 中 　上総　帝 潮 江 中 　大野　楓真

潮 江 中 　山﨑　翼 潮 江 中 　嶋﨑　惺也

【連絡事項】
・全試合延長ポイントはありません
・初級の部は練習ｺｰﾄはありません。



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 3コート 第 01 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 7コート 第 02 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 3コート 第 03 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 7コート 第 04 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 3コート 第 05 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　市川　大雅(潮 江 中)

 7コート 第 06 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　濱口　維織(潮 江 中)

 3コート 第 07 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 7コート 第 08 試合 　加納　瑞己(潮 江 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 09 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 7コート 第 10 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　市川　大雅(潮 江 中)

 3コート 第 11 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　濱口　維織(潮 江 中)

 7コート 第 12 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　矢野　瑛太(ラクーン)

 3コート 第 13 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 7コート 第 14 試合 　山下　由輝(潮 江 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 3コート 第 15 試合 　市川　大雅(潮 江 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 7コート 第 16 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　濱口　維織(潮 江 中)

 3コート 第 17 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　矢野　瑛太(ラクーン)

 7コート 第 18 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　澤村　優那(鏡　　 中)

 3コート 第 19 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 7コート 第 20 試合 　市川　大雅(潮 江 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 3コート 第 21 試合 　濱口　維織(潮 江 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 7コート 第 22 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 23 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　澤村　優那(鏡　　 中)

 7コート 第 24 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　川崎　あゆ(鏡　　 中)

 3コート 第 25 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　市川　大雅(潮 江 中)

 7コート 第 26 試合 　濱口　維織(潮 江 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 3コート 第 27 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 7コート 第 28 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 3コート 第 29 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 7コート 第 30 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　川﨑　雄仁(鏡　　 中)

 3コート 第 31 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　濱口　維織(潮 江 中)

 7コート 第 32 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　市川　大雅(潮 江 中)

 3- 7コート 初級の部A ２１点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 3コート 第 33 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 7コート 第 34 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 3コート 第 35 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 7コート 第 36 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 37 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　矢野　瑛太(ラクーン)

 7コート 第 38 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　濱口　維織(潮 江 中)

 3コート 第 39 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　市川　大雅(潮 江 中)

 7コート 第 40 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 3コート 第 41 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 7コート 第 42 試合 　田村　咲穂(城 西 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 43 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　澤村　優那(鏡　　 中)

 7コート 第 44 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　矢野　瑛太(ラクーン)

 3コート 第 45 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　濱口　維織(潮 江 中)

 7コート 第 46 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　市川　大雅(潮 江 中)

 3コート 第 47 試合 　山下　由輝(潮 江 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 7コート 第 48 試合 　加納　瑞己(潮 江 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 3コート 第 49 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　川崎　あゆ(鏡　　 中)

 7コート 第 50 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　澤村　優那(鏡　　 中)

 3コート 第 51 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　矢野　瑛太(ラクーン)

 7コート 第 52 試合 　濱口　維織(潮 江 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 53 試合 　市川　大雅(潮 江 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 7コート 第 54 試合 　山下　由輝(潮 江 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 3コート 第 55 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　川﨑　雄仁(鏡　　 中)

 7コート 第 56 試合 　松永　志緒里(城 西 中) 　川崎　あゆ(鏡　　 中)

 3コート 第 57 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 7コート 第 58 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　田村　咲穂(城 西 中)

 3コート 第 59 試合 　濱口　維織(潮 江 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 7コート 第 60 試合 　市川　大雅(潮 江 中) 　山下　由輝(潮 江 中)

 3コート 第 61 試合 　西村　楓花(城 西 中) 　松永　志緒里(城 西 中)

 7コート 第 62 試合 　川﨑　雄仁(鏡　　 中) 　寺村　季葉(城 西 中)

 3コート 第 63 試合 　川崎　あゆ(鏡　　 中) 　田村　咲穂(城 西 中)

 7コート 第 64 試合 　澤村　優那(鏡　　 中) 　加納　瑞己(潮 江 中)

 3コート 第 65 試合 　矢野　瑛太(ラクーン) 　山下　由輝(潮 江 中)

 7コート 第 66 試合 　濱口　維織(潮 江 中) 　市川　大雅(潮 江 中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 9コート 第 01 試合 久保　あやね(香長中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 02 試合 溝渕　里桜(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 03 試合 土居　美月(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 04 試合 垣内　颯(香長中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 05 試合 北岡　依知佳(城西中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 06 試合 山本　華乃音(城西中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 07 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 08 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 09 試合 久保　あやね(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 10 試合 蓼原　百花(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 11 試合 溝渕　里桜(香長中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 12 試合 土居　美月(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 13 試合 垣内　颯(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 14 試合 北岡　依知佳(城西中) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 15 試合 山本　華乃音(城西中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 16 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 17 試合 久保　あやね(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 18 試合 池　一良利(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 19 試合 阿久津　琴音(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 20 試合 溝渕　里桜(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 21 試合 土居　美月(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 22 試合 垣内　颯(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 23 試合 北岡　依知佳(城西中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 24 試合 山本　華乃音(城西中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 25 試合 久保　あやね(香長中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 26 試合 阿久津　琴音(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 27 試合 松本　穂花(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 28 試合 石本　佳央(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 29 試合 溝渕　里桜(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 30 試合 土居　美月(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 31 試合 垣内　颯(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 32 試合 北岡　依知佳(城西中) 山本　華乃音(城西中)

 9コート 第 33 試合 久保　あやね(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 34 試合 松本　穂花(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 35 試合 石本　佳央(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 36 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 37 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 38 試合 溝渕　里桜(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 39 試合 土居　美月(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 40 試合 垣内　颯(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 9コート 第 41 試合 久保　あやね(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 42 試合 石本　佳央(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 43 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 44 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 45 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 46 試合 山本　華乃音(城西中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 47 試合 溝渕　里桜(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 10コート 第 48 試合 土居　美月(香長中) 垣内　颯(香長中)

 9コート 第 49 試合 久保　あやね(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 50 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 51 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 52 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 53 試合 山本　華乃音(城西中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 54 試合 北岡　依知佳(城西中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 55 試合 垣内　颯(香長中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 56 試合 溝渕　里桜(香長中) 土居　美月(香長中)

 9コート 第 57 試合 久保　あやね(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 58 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 59 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 60 試合 山本　華乃音(城西中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 61 試合 北岡　依知佳(城西中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 62 試合 垣内　颯(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 9- 10コート ひよこの部A １１点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 9コート 第 63 試合 土居　美月(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 64 試合 溝渕　里桜(香長中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 65 試合 久保　あやね(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 66 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 67 試合 山本　華乃音(城西中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 68 試合 北岡　依知佳(城西中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 69 試合 垣内　颯(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 70 試合 土居　美月(香長中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 71 試合 溝渕　里桜(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 72 試合 青木　聡美(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 73 試合 久保　あやね(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 74 試合 山本　華乃音(城西中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 75 試合 北岡　依知佳(城西中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 76 試合 垣内　颯(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 77 試合 土居　美月(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 78 試合 溝渕　里桜(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 79 試合 池　一良利(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 80 試合 蓼原　百花(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 81 試合 久保　あやね(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 82 試合 北岡　依知佳(城西中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 83 試合 垣内　颯(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 84 試合 土居　美月(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 85 試合 溝渕　里桜(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 86 試合 松本　穂花(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 87 試合 阿久津　琴音(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 88 試合 池　一良利(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 89 試合 久保　あやね(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 10コート 第 90 試合 垣内　颯(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 9コート 第 91 試合 土居　美月(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 92 試合 溝渕　里桜(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 93 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 94 試合 石本　佳央(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 95 試合 松本　穂花(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 96 試合 阿久津　琴音(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 97 試合 久保　あやね(香長中) 垣内　颯(香長中)

 10コート 第 98 試合 土居　美月(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 9コート 第 99 試合 溝渕　里桜(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 100 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 101 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 102 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 103 試合 石本　佳央(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 104 試合 松本　穂花(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 105 試合 久保　あやね(香長中) 土居　美月(香長中)

 10コート 第 106 試合 溝渕　里桜(香長中) 垣内　颯(香長中)

 9コート 第 107 試合 北岡　依知佳(城西中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 108 試合 山本　華乃音(城西中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 109 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 110 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 111 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 112 試合 石本　佳央(潮江中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 113 試合 久保　あやね(香長中) 溝渕　里桜(香長中)

 10コート 第 114 試合 土居　美月(香長中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 115 試合 垣内　颯(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 116 試合 北岡　依知佳(城西中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 117 試合 山本　華乃音(城西中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 118 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 119 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 120 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 石本　佳央(潮江中)

ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 11コート ひよこの部B １１点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 11コート 第 01 試合 岡　七星(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 02 試合 谷岡　詩音(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 03 試合 松岡　空七(城西中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 04 試合 中村　優奈(城西中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 05 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 06 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 07 試合 曽我　英大(潮江中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 08 試合 笹岡　楓夏(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 09 試合 岡　七星(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 10 試合 谷岡　詩音(香長中) 松田　希乃花(潮江中)
 11コート 第 11 試合 松岡　空七(城西中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 12 試合 中村　優奈(城西中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 13 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 14 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 15 試合 笹岡　楓夏(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 16 試合 岡本　萌(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 17 試合 岡　七星(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 18 試合 谷岡　詩音(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 19 試合 松岡　空七(城西中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 20 試合 中村　優奈(城西中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 21 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 22 試合 笹岡　楓夏(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 23 試合 松田　希乃花(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 24 試合 川村　雫(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 25 試合 岡　七星(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 26 試合 谷岡　詩音(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 27 試合 松岡　空七(城西中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 28 試合 中村　優奈(城西中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 29 試合 笹岡　楓夏(香長中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 30 試合 川村　雫(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 31 試合 梶原　未愛(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 32 試合 大野　永愛(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 33 試合 岡　七星(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 34 試合 谷岡　詩音(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 35 試合 松岡　空七(城西中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 36 試合 笹岡　楓夏(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 37 試合 梶原　未愛(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 38 試合 大野　永愛(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 39 試合 曽我　英大(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 40 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 41 試合 岡　七星(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 42 試合 谷岡　詩音(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 43 試合 笹岡　楓夏(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 44 試合 大野　永愛(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 45 試合 曽我　英大(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 46 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 47 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 48 試合 中村　優奈(城西中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 49 試合 岡　七星(香長中) 谷岡　詩音(香長中)

 11コート 第 50 試合 笹岡　楓夏(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 51 試合 曽我　英大(潮江中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 52 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 53 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 54 試合 中村　優奈(城西中) 岡本　萌(潮江中)



 11コート 第 55 試合 松岡　空七(城西中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 56 試合 谷岡　詩音(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 57 試合 笹岡　楓夏(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 58 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 59 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 梶原　未愛(潮江中)
 11コート 第 60 試合 中村　優奈(城西中) 川村　雫(潮江中)
 11コート 第 61 試合 松岡　空七(城西中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 62 試合 谷岡　詩音(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 63 試合 岡　七星(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 64 試合 笹岡　楓夏(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 65 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 66 試合 中村　優奈(城西中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 67 試合 松岡　空七(城西中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 68 試合 谷岡　詩音(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 69 試合 岡　七星(香長中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 70 試合 柴田　侑香(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 71 試合 笹岡　楓夏(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 72 試合 中村　優奈(城西中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 73 試合 松岡　空七(城西中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 74 試合 谷岡　詩音(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 75 試合 岡　七星(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 76 試合 松田　希乃花(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 77 試合 岡本　萌(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 78 試合 笹岡　楓夏(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 79 試合 松岡　空七(城西中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 80 試合 谷岡　詩音(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 81 試合 岡　七星(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 82 試合 梶原　未愛(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 83 試合 川村　雫(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 84 試合 松田　希乃花(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 85 試合 笹岡　楓夏(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 86 試合 谷岡　詩音(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 87 試合 岡　七星(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 88 試合 曽我　英大(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 89 試合 大野　永愛(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 90 試合 梶原　未愛(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 91 試合 川村　雫(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 92 試合 笹岡　楓夏(香長中) 谷岡　詩音(香長中)

 11コート 第 93 試合 岡　七星(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 94 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 95 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 96 試合 曽我　英大(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 97 試合 大野　永愛(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 98 試合 梶原　未愛(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 99 試合 笹岡　楓夏(香長中) 岡　七星(香長中)

 11コート 第 100 試合 松岡　空七(城西中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 101 試合 中村　優奈(城西中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 102 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 103 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 104 試合 曽我　英大(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 105 試合 大野　永愛(潮江中) 梶原　未愛(潮江中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 4コート 第 01 試合 多田　楓彩(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 02 試合 伊藤　成美(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 03 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 04 試合 大野　利央(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 05 試合 入交　潤(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 06 試合 久保　とうご(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 07 試合 多田　楓彩(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 08 試合 伊藤　成美(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 09 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 中級の部A １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 4コート 第 10 試合 大野　利央(城西中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 11 試合 久保　とうご(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 12 試合 秋山　裕太郎(潮江中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 13 試合 多田　楓彩(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 14 試合 伊藤　成美(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 15 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 16 試合 久保　とうご(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 17 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 18 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 19 試合 多田　楓彩(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 20 試合 伊藤　成美(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 21 試合 久保　とうご(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 22 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 23 試合 入交　潤(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 24 試合 大野　利央(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 25 試合 多田　楓彩(香長中) 伊藤　成美(香長中)

 4コート 第 26 試合 久保　とうご(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 27 試合 入交　潤(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 28 試合 大野　利央(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 29 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 30 試合 伊藤　成美(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 31 試合 久保　とうご(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 32 試合 大野　利央(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 33 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 34 試合 伊藤　成美(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 35 試合 多田　楓彩(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 36 試合 久保　とうご(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 37 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 38 試合 伊藤　成美(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 39 試合 多田　楓彩(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 40 試合 政岡　瑠那(潮江中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 41 試合 久保　とうご(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 42 試合 伊藤　成美(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 43 試合 多田　楓彩(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 44 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 45 試合 秋山　裕太郎(潮江中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 46 試合 久保　とうご(香長中) 伊藤　成美(香長中)

 4コート 第 47 試合 多田　楓彩(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 48 試合 入交　潤(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 49 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 50 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 51 試合 久保　とうご(香長中) 多田　楓彩(香長中)

 4コート 第 52 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 53 試合 大野　利央(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 54 試合 入交　潤(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 55 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 8コート 第 01 試合 川村　伊吹(香長中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 02 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 03 試合 片岡　瑞人(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 04 試合 下元　心琴(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 05 試合 杉本　雛子(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 06 試合 田島　寧々(香長中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 07 試合 川村　伊吹(香長中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 08 試合 宮﨑　涼大(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 09 試合 片岡　瑞人(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 10 試合 下元　心琴(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 中級の部B １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 8コート 第 11 試合 田島　寧々(香長中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 12 試合 濵田　彪臥(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 13 試合 川村　伊吹(香長中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 14 試合 宮﨑　涼大(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 15 試合 片岡　瑞人(城西中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 16 試合 田島　寧々(香長中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 17 試合 井伏　蓮(潮江中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 18 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 19 試合 川村　伊吹(香長中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 20 試合 宮﨑　涼大(城西中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 21 試合 田島　寧々(香長中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 22 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 23 試合 杉本　雛子(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 24 試合 下元　心琴(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 25 試合 川村　伊吹(香長中) 宮﨑　涼大(城西中)

 8コート 第 26 試合 田島　寧々(香長中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 27 試合 杉本　雛子(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 28 試合 下元　心琴(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 29 試合 片岡　瑞人(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 30 試合 宮﨑　涼大(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 31 試合 田島　寧々(香長中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 32 試合 下元　心琴(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 33 試合 片岡　瑞人(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 34 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 35 試合 川村　伊吹(香長中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 36 試合 田島　寧々(香長中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 37 試合 片岡　瑞人(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 38 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 39 試合 川村　伊吹(香長中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 40 試合 濵渦　佳菜満(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 41 試合 田島　寧々(香長中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 42 試合 宮﨑　涼大(城西中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 43 試合 川村　伊吹(香長中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 44 試合 井伏　蓮(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 45 試合 濵田　彪臥(潮江中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 46 試合 田島　寧々(香長中) 宮﨑　涼大(城西中)

 8コート 第 47 試合 川村　伊吹(香長中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 48 試合 杉本　雛子(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 49 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 50 試合 井伏　蓮(潮江中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 51 試合 田島　寧々(香長中) 川村　伊吹(香長中)

 8コート 第 52 試合 片岡　瑞人(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 53 試合 下元　心琴(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 54 試合 杉本　雛子(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 55 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 井伏　蓮(潮江中)

ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 6コート 第 01 試合 寺脇　悠斗(香長中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 02 試合 久光　颯太(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 03 試合 公文　大智(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 04 試合 竹村　心音(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 05 試合 澤村　優樹(鏡中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 06 試合 前田　美汐(香長中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 07 試合 寺脇　悠斗(香長中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 08 試合 久光　颯太(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 09 試合 公文　大智(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 10 試合 竹村　心音(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 11 試合 前田　美汐(香長中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 中級の部C １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 6コート 第 12 試合 道家　颯志(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 13 試合 寺脇　悠斗(香長中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 14 試合 久光　颯太(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 15 試合 公文　大智(城西中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 16 試合 前田　美汐(香長中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 17 試合 室津　快光(潮江中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 18 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 19 試合 寺脇　悠斗(香長中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 20 試合 久光　颯太(城西中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 21 試合 前田　美汐(香長中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 22 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 23 試合 澤村　優樹(鏡中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 24 試合 竹村　心音(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 25 試合 寺脇　悠斗(香長中) 久光　颯太(城西中)

 6コート 第 26 試合 前田　美汐(香長中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 27 試合 澤村　優樹(鏡中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 28 試合 竹村　心音(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 29 試合 公文　大智(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 30 試合 久光　颯太(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 31 試合 前田　美汐(香長中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 32 試合 竹村　心音(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 33 試合 公文　大智(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 34 試合 久光　颯太(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 35 試合 寺脇　悠斗(香長中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 36 試合 前田　美汐(香長中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 37 試合 公文　大智(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 38 試合 久光　颯太(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 39 試合 寺脇　悠斗(香長中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 40 試合 川村　蕾(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 41 試合 前田　美汐(香長中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 42 試合 久光　颯太(城西中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 43 試合 寺脇　悠斗(香長中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 44 試合 室津　快光(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 45 試合 道家　颯志(潮江中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 46 試合 前田　美汐(香長中) 久光　颯太(城西中)

 6コート 第 47 試合 寺脇　悠斗(香長中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 48 試合 澤村　優樹(鏡中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 49 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 50 試合 室津　快光(潮江中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 51 試合 前田　美汐(香長中) 寺脇　悠斗(香長中)

 6コート 第 52 試合 公文　大智(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 53 試合 竹村　心音(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 54 試合 澤村　優樹(鏡中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 55 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 室津　快光(潮江中)

ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 2コート 第 01 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 02 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 03 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 04 試合 門田　琉来(鏡中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 05 試合 西森　小夏(鏡中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 06 試合 大川　鈴七(城西中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 07 試合 川邑　迪矢(城西中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 08 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 09 試合 谷渕　昊佑(潮江中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 上級の部A １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 2コート 第 10 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 11 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 12 試合 門田　琉来(鏡中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 13 試合 西森　小夏(鏡中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 14 試合 大川　鈴七(城西中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 15 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 16 試合 松田　太吉(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 17 試合 野村　和己(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 18 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 19 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 20 試合 門田　琉来(鏡中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 21 試合 西森　小夏(鏡中) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 22 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 23 試合 野村　和己(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 24 試合 西森　葵彩(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 25 試合 津野　翼希(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 26 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 27 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 28 試合 門田　琉来(鏡中) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 29 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 30 試合 西森　葵彩(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 31 試合 津野　翼希(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 32 試合 川邑　迪矢(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 33 試合 大川　鈴七(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 34 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 35 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 36 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 37 試合 津野　翼希(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 38 試合 川邑　迪矢(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 39 試合 大川　鈴七(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 40 試合 西森　小夏(鏡中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 41 試合 門田　琉来(鏡中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 42 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 中川　大輔(ラクーンジュニア)

 2コート 第 43 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 44 試合 川邑　迪矢(城西中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 45 試合 大川　鈴七(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 46 試合 西森　小夏(鏡中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 47 試合 門田　琉来(鏡中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 48 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 49 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 50 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 51 試合 大川　鈴七(城西中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 52 試合 西森　小夏(鏡中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 53 試合 門田　琉来(鏡中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 54 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 55 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 56 試合 上総　帝(潮江中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 57 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)



 2コート 第 58 試合 西森　小夏(鏡中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 59 試合 門田　琉来(鏡中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 60 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 61 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 62 試合 松田　太吉(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 63 試合 谷渕　昊佑(潮江中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 64 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 65 試合 門田　琉来(鏡中) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 66 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 67 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 68 試合 西森　葵彩(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 69 試合 野村　和己(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 70 試合 松田　太吉(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 71 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 72 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 73 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 74 試合 川邑　迪矢(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 75 試合 津野　翼希(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 76 試合 西森　葵彩(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 77 試合 野村　和己(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 78 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 中川　大輔(ラクーンジュニア)

 2コート 第 79 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 80 試合 西森　小夏(鏡中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 81 試合 大川　鈴七(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 82 試合 川邑　迪矢(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 83 試合 津野　翼希(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 84 試合 西森　葵彩(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 85 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 石井　嗣樹(ラクーンジュニア)

 2コート 第 86 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 87 試合 門田　琉来(鏡中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 88 試合 西森　小夏(鏡中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 89 試合 大川　鈴七(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 90 試合 川邑　迪矢(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 91 試合 津野　翼希(城西中) 西森　葵彩(城西中)

ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 点 点 選手２

 1コート 第 01 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 02 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 03 試合 中川　佳月(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 04 試合 今村　駿文(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 05 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 06 試合 濵口　彩羽(香長中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 07 試合 西森　藍翔(城西中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 08 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 09 試合 菊本　百芳(潮江中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 10 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 11 試合 中川　佳月(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 12 試合 今村　駿文(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1- 5コート 上級の部B １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 1コート 第 13 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 14 試合 濵口　彩羽(香長中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 15 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 16 試合 北村　日奈向(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 17 試合 小松　楓和(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 18 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 19 試合 中川　佳月(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 20 試合 今村　駿文(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 21 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 22 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 23 試合 小松　楓和(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 24 試合 西森　孔亮(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 25 試合 岡田　悠靖(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 26 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 27 試合 中川　佳月(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 28 試合 今村　駿文(鏡中) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 29 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 30 試合 西森　孔亮(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 31 試合 岡田　悠靖(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 32 試合 西森　藍翔(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 33 試合 濵口　彩羽(香長中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 34 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 35 試合 中川　佳月(鏡中) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 36 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 37 試合 岡田　悠靖(城西中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 38 試合 西森　藍翔(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 39 試合 濵口　彩羽(香長中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 40 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 41 試合 今村　駿文(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 42 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 中川　佳月(鏡中)

 1コート 第 43 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 44 試合 西森　藍翔(城西中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 45 試合 濵口　彩羽(香長中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 46 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 47 試合 今村　駿文(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 48 試合 中川　佳月(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 49 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 50 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 51 試合 濵口　彩羽(香長中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 52 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 53 試合 今村　駿文(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 54 試合 中川　佳月(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 55 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 56 試合 大野　楓真(潮江中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 57 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 58 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 59 試合 今村　駿文(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 60 試合 中川　佳月(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 61 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 小松　楓和(城西中)



 5コート 第 62 試合 北村　日奈向(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 63 試合 菊本　百芳(潮江中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 64 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 65 試合 今村　駿文(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 66 試合 中川　佳月(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 67 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 68 試合 西森　孔亮(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 69 試合 小松　楓和(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 70 試合 北村　日奈向(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 71 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 72 試合 中川　佳月(鏡中) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 73 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 74 試合 西森　藍翔(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 75 試合 岡田　悠靖(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 76 試合 西森　孔亮(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 77 試合 小松　楓和(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 78 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 中川　佳月(鏡中)

 1コート 第 79 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 80 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 81 試合 濵口　彩羽(香長中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 82 試合 西森　藍翔(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 83 試合 岡田　悠靖(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 84 試合 西森　孔亮(城西中) 小松　楓和(城西中)

 1コート 第 85 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア)

 5コート 第 86 試合 中川　佳月(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 87 試合 今村　駿文(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 88 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 89 試合 濵口　彩羽(香長中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 90 試合 西森　藍翔(城西中) 小松　楓和(城西中)

 1コート 第 91 試合 岡田　悠靖(城西中) 西森　孔亮(城西中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 9コート 第 01 試合 久保　あやね(香長中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 02 試合 溝渕　里桜(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 03 試合 土居　美月(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 04 試合 垣内　颯(香長中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 05 試合 北岡　依知佳(城西中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 06 試合 山本　華乃音(城西中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 07 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 08 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 09 試合 久保　あやね(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 10 試合 蓼原　百花(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 11 試合 溝渕　里桜(香長中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 12 試合 土居　美月(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 13 試合 垣内　颯(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 14 試合 北岡　依知佳(城西中) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 15 試合 山本　華乃音(城西中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 16 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 17 試合 久保　あやね(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 18 試合 池　一良利(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 19 試合 阿久津　琴音(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 20 試合 溝渕　里桜(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 21 試合 土居　美月(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 22 試合 垣内　颯(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 23 試合 北岡　依知佳(城西中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 24 試合 山本　華乃音(城西中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 25 試合 久保　あやね(香長中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 26 試合 阿久津　琴音(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 27 試合 松本　穂花(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 28 試合 石本　佳央(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 29 試合 溝渕　里桜(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 30 試合 土居　美月(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 31 試合 垣内　颯(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 32 試合 北岡　依知佳(城西中) 山本　華乃音(城西中)

 9コート 第 33 試合 久保　あやね(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 34 試合 松本　穂花(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 35 試合 石本　佳央(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 36 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 37 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 38 試合 溝渕　里桜(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 39 試合 土居　美月(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 40 試合 垣内　颯(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 9コート 第 41 試合 久保　あやね(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 42 試合 石本　佳央(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 43 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 44 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 45 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 46 試合 山本　華乃音(城西中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 47 試合 溝渕　里桜(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 10コート 第 48 試合 土居　美月(香長中) 垣内　颯(香長中)

 9コート 第 49 試合 久保　あやね(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 50 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 51 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 52 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 53 試合 山本　華乃音(城西中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 54 試合 北岡　依知佳(城西中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 55 試合 垣内　颯(香長中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 56 試合 溝渕　里桜(香長中) 土居　美月(香長中)

 9コート 第 57 試合 久保　あやね(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 58 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 59 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 60 試合 山本　華乃音(城西中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 61 試合 北岡　依知佳(城西中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 62 試合 垣内　颯(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 9- 10コート ひよこの部A １１点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 9コート 第 63 試合 土居　美月(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 64 試合 溝渕　里桜(香長中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 65 試合 久保　あやね(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 66 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 67 試合 山本　華乃音(城西中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 68 試合 北岡　依知佳(城西中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 69 試合 垣内　颯(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 70 試合 土居　美月(香長中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 71 試合 溝渕　里桜(香長中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 72 試合 青木　聡美(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 73 試合 久保　あやね(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 74 試合 山本　華乃音(城西中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 75 試合 北岡　依知佳(城西中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 10コート 第 76 試合 垣内　颯(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 9コート 第 77 試合 土居　美月(香長中) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 78 試合 溝渕　里桜(香長中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 79 試合 池　一良利(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 80 試合 蓼原　百花(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 81 試合 久保　あやね(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 82 試合 北岡　依知佳(城西中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 9コート 第 83 試合 垣内　颯(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 10コート 第 84 試合 土居　美月(香長中) 濵口　蘭勝(潮江中)

 9コート 第 85 試合 溝渕　里桜(香長中) 石本　佳央(潮江中)

 10コート 第 86 試合 松本　穂花(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 87 試合 阿久津　琴音(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 88 試合 池　一良利(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 89 試合 久保　あやね(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 10コート 第 90 試合 垣内　颯(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 9コート 第 91 試合 土居　美月(香長中) 中越　芽愛(ラクーンジュニア)

 10コート 第 92 試合 溝渕　里桜(香長中) 中越　あん(ラクーンジュニア)

 9コート 第 93 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 94 試合 石本　佳央(潮江中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 95 試合 松本　穂花(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 96 試合 阿久津　琴音(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 97 試合 久保　あやね(香長中) 垣内　颯(香長中)

 10コート 第 98 試合 土居　美月(香長中) 北岡　依知佳(城西中)

 9コート 第 99 試合 溝渕　里桜(香長中) 山本　華乃音(城西中)

 10コート 第 100 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 101 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 102 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 103 試合 石本　佳央(潮江中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 104 試合 松本　穂花(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 105 試合 久保　あやね(香長中) 土居　美月(香長中)

 10コート 第 106 試合 溝渕　里桜(香長中) 垣内　颯(香長中)

 9コート 第 107 試合 北岡　依知佳(城西中) 光富　月音(潮江中)

 10コート 第 108 試合 山本　華乃音(城西中) 青木　聡美(潮江中)

 9コート 第 109 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 蓼原　百花(潮江中)

 10コート 第 110 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 池　一良利(潮江中)

 9コート 第 111 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 阿久津　琴音(潮江中)

 10コート 第 112 試合 石本　佳央(潮江中) 松本　穂花(潮江中)

 9コート 第 113 試合 久保　あやね(香長中) 溝渕　里桜(香長中)

 10コート 第 114 試合 土居　美月(香長中) 光富　月音(潮江中)

 9コート 第 115 試合 垣内　颯(香長中) 青木　聡美(潮江中)

 10コート 第 116 試合 北岡　依知佳(城西中) 蓼原　百花(潮江中)

 9コート 第 117 試合 山本　華乃音(城西中) 池　一良利(潮江中)

 10コート 第 118 試合 中越　芽愛(ラクーンジュニア) 阿久津　琴音(潮江中)

 9コート 第 119 試合 中越　あん(ラクーンジュニア) 松本　穂花(潮江中)

 10コート 第 120 試合 濵口　蘭勝(潮江中) 石本　佳央(潮江中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 11コート 第 01 試合 岡　七星(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 02 試合 谷岡　詩音(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 03 試合 松岡　空七(城西中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 04 試合 中村　優奈(城西中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 05 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 06 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 07 試合 曽我　英大(潮江中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 08 試合 笹岡　楓夏(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 09 試合 岡　七星(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 10 試合 谷岡　詩音(香長中) 松田　希乃花(潮江中)
 11コート 第 11 試合 松岡　空七(城西中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 12 試合 中村　優奈(城西中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 13 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 14 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 15 試合 笹岡　楓夏(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 16 試合 岡本　萌(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 17 試合 岡　七星(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 18 試合 谷岡　詩音(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 19 試合 松岡　空七(城西中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 20 試合 中村　優奈(城西中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 21 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 22 試合 笹岡　楓夏(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 23 試合 松田　希乃花(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 24 試合 川村　雫(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 25 試合 岡　七星(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 26 試合 谷岡　詩音(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 27 試合 松岡　空七(城西中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 28 試合 中村　優奈(城西中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 29 試合 笹岡　楓夏(香長中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 30 試合 川村　雫(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 31 試合 梶原　未愛(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 32 試合 大野　永愛(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 33 試合 岡　七星(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 34 試合 谷岡　詩音(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 35 試合 松岡　空七(城西中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 36 試合 笹岡　楓夏(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 37 試合 梶原　未愛(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 38 試合 大野　永愛(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 39 試合 曽我　英大(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 40 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 41 試合 岡　七星(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 42 試合 谷岡　詩音(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 43 試合 笹岡　楓夏(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 44 試合 大野　永愛(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 45 試合 曽我　英大(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 46 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 47 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 48 試合 中村　優奈(城西中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 49 試合 岡　七星(香長中) 谷岡　詩音(香長中)

 11コート 第 50 試合 笹岡　楓夏(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 51 試合 曽我　英大(潮江中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート ひよこの部B １１点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 11コート 第 52 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 53 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 54 試合 中村　優奈(城西中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 55 試合 松岡　空七(城西中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 56 試合 谷岡　詩音(香長中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 57 試合 笹岡　楓夏(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 58 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 59 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 梶原　未愛(潮江中)
 11コート 第 60 試合 中村　優奈(城西中) 川村　雫(潮江中)
 11コート 第 61 試合 松岡　空七(城西中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 62 試合 谷岡　詩音(香長中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 63 試合 岡　七星(香長中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 64 試合 笹岡　楓夏(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 65 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 66 試合 中村　優奈(城西中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 67 試合 松岡　空七(城西中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 68 試合 谷岡　詩音(香長中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 69 試合 岡　七星(香長中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 70 試合 柴田　侑香(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 71 試合 笹岡　楓夏(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 72 試合 中村　優奈(城西中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 73 試合 松岡　空七(城西中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 74 試合 谷岡　詩音(香長中) 大野　永愛(潮江中)

 11コート 第 75 試合 岡　七星(香長中) 梶原　未愛(潮江中)

 11コート 第 76 試合 松田　希乃花(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 77 試合 岡本　萌(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 78 試合 笹岡　楓夏(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 79 試合 松岡　空七(城西中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 80 試合 谷岡　詩音(香長中) 矢野　えみ(ラクーンジュニア)

 11コート 第 81 試合 岡　七星(香長中) 曽我　英大(潮江中)

 11コート 第 82 試合 梶原　未愛(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 83 試合 川村　雫(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 84 試合 松田　希乃花(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 85 試合 笹岡　楓夏(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 86 試合 谷岡　詩音(香長中) 中村　優奈(城西中)

 11コート 第 87 試合 岡　七星(香長中) 川上　理乎(ラクーンジュニア)

 11コート 第 88 試合 曽我　英大(潮江中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 89 試合 大野　永愛(潮江中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 90 試合 梶原　未愛(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 91 試合 川村　雫(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 92 試合 笹岡　楓夏(香長中) 谷岡　詩音(香長中)

 11コート 第 93 試合 岡　七星(香長中) 松岡　空七(城西中)

 11コート 第 94 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 95 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 96 試合 曽我　英大(潮江中) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 97 試合 大野　永愛(潮江中) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 98 試合 梶原　未愛(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 99 試合 笹岡　楓夏(香長中) 岡　七星(香長中)

 11コート 第 100 試合 松岡　空七(城西中) 河村　さくら(潮江中)

 11コート 第 101 試合 中村　優奈(城西中) 柴田　侑香(潮江中)

 11コート 第 102 試合 川上　理乎(ラクーンジュニア) 岡本　萌(潮江中)

 11コート 第 103 試合 矢野　えみ(ラクーンジュニア) 松田　希乃花(潮江中)

 11コート 第 104 試合 曽我　英大(潮江中) 川村　雫(潮江中)

 11コート 第 105 試合 大野　永愛(潮江中) 梶原　未愛(潮江中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 4コート 第 01 試合 多田　楓彩(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 02 試合 伊藤　成美(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 03 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 04 試合 大野　利央(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 05 試合 入交　潤(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 06 試合 久保　とうご(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 07 試合 多田　楓彩(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 08 試合 伊藤　成美(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 09 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 10 試合 大野　利央(城西中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 11 試合 久保　とうご(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 12 試合 秋山　裕太郎(潮江中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 13 試合 多田　楓彩(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 14 試合 伊藤　成美(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 15 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 16 試合 久保　とうご(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 17 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 18 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 19 試合 多田　楓彩(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 20 試合 伊藤　成美(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 21 試合 久保　とうご(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 22 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 23 試合 入交　潤(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 24 試合 大野　利央(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 25 試合 多田　楓彩(香長中) 伊藤　成美(香長中)

 4コート 第 26 試合 久保　とうご(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 27 試合 入交　潤(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 28 試合 大野　利央(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 29 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 30 試合 伊藤　成美(香長中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 31 試合 久保　とうご(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 32 試合 大野　利央(城西中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 33 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 34 試合 伊藤　成美(香長中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 35 試合 多田　楓彩(香長中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 36 試合 久保　とうご(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 37 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 38 試合 伊藤　成美(香長中) 西森　ゆず(ラクーンジュニア)

 4コート 第 39 試合 多田　楓彩(香長中) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 第 40 試合 政岡　瑠那(潮江中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 41 試合 久保　とうご(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 42 試合 伊藤　成美(香長中) 大野　利央(城西中)

 4コート 第 43 試合 多田　楓彩(香長中) 入交　潤(城西中)

 4コート 第 44 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 45 試合 秋山　裕太郎(潮江中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 46 試合 久保　とうご(香長中) 伊藤　成美(香長中)

 4コート 第 47 試合 多田　楓彩(香長中) 樋熊　瑛汰(城西中)

 4コート 第 48 試合 入交　潤(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 49 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 50 試合 矢野　晄大(ラクーンジュニア) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 51 試合 久保　とうご(香長中) 多田　楓彩(香長中)

 4コート 第 52 試合 樋熊　瑛汰(城西中) 中島　麻央(潮江中)

 4コート 第 53 試合 大野　利央(城西中) 政岡　瑠那(潮江中)

 4コート 第 54 試合 入交　潤(城西中) 秋山　裕太郎(潮江中)

 4コート 第 55 試合 西森　ゆず(ラクーンジュニア) 矢野　晄大(ラクーンジュニア)

 4コート 中級の部A １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 8コート 第 01 試合 川村　伊吹(香長中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 02 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 03 試合 片岡　瑞人(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 04 試合 下元　心琴(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 05 試合 杉本　雛子(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 06 試合 田島　寧々(香長中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 07 試合 川村　伊吹(香長中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 08 試合 宮﨑　涼大(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 09 試合 片岡　瑞人(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 10 試合 下元　心琴(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 11 試合 田島　寧々(香長中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 12 試合 濵田　彪臥(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 13 試合 川村　伊吹(香長中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 14 試合 宮﨑　涼大(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 15 試合 片岡　瑞人(城西中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 16 試合 田島　寧々(香長中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 17 試合 井伏　蓮(潮江中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 18 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 19 試合 川村　伊吹(香長中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 20 試合 宮﨑　涼大(城西中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 21 試合 田島　寧々(香長中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 22 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 23 試合 杉本　雛子(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 24 試合 下元　心琴(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 25 試合 川村　伊吹(香長中) 宮﨑　涼大(城西中)

 8コート 第 26 試合 田島　寧々(香長中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 27 試合 杉本　雛子(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 28 試合 下元　心琴(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 29 試合 片岡　瑞人(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 30 試合 宮﨑　涼大(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 31 試合 田島　寧々(香長中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 32 試合 下元　心琴(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 33 試合 片岡　瑞人(城西中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 34 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 35 試合 川村　伊吹(香長中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 36 試合 田島　寧々(香長中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 37 試合 片岡　瑞人(城西中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 38 試合 宮﨑　涼大(城西中) 濱田　辿(ラクーンジュニア)

 8コート 第 39 試合 川村　伊吹(香長中) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 第 40 試合 濵渦　佳菜満(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 41 試合 田島　寧々(香長中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 42 試合 宮﨑　涼大(城西中) 下元　心琴(城西中)

 8コート 第 43 試合 川村　伊吹(香長中) 杉本　雛子(城西中)

 8コート 第 44 試合 井伏　蓮(潮江中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 45 試合 濵田　彪臥(潮江中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 46 試合 田島　寧々(香長中) 宮﨑　涼大(城西中)

 8コート 第 47 試合 川村　伊吹(香長中) 片岡　瑞人(城西中)

 8コート 第 48 試合 杉本　雛子(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 49 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 50 試合 井伏　蓮(潮江中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 51 試合 田島　寧々(香長中) 川村　伊吹(香長中)

 8コート 第 52 試合 片岡　瑞人(城西中) 池　萱名(潮江中)

 8コート 第 53 試合 下元　心琴(城西中) 濵渦　佳菜満(潮江中)

 8コート 第 54 試合 杉本　雛子(城西中) 濵田　彪臥(潮江中)

 8コート 第 55 試合 濱田　辿(ラクーンジュニア) 井伏　蓮(潮江中)

 8コート 中級の部B １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 6コート 第 01 試合 寺脇　悠斗(香長中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 02 試合 久光　颯太(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 03 試合 公文　大智(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 04 試合 竹村　心音(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 05 試合 澤村　優樹(鏡中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 06 試合 前田　美汐(香長中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 07 試合 寺脇　悠斗(香長中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 08 試合 久光　颯太(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 09 試合 公文　大智(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 10 試合 竹村　心音(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 11 試合 前田　美汐(香長中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 12 試合 道家　颯志(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 13 試合 寺脇　悠斗(香長中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 14 試合 久光　颯太(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 15 試合 公文　大智(城西中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 16 試合 前田　美汐(香長中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 17 試合 室津　快光(潮江中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 18 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 19 試合 寺脇　悠斗(香長中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 20 試合 久光　颯太(城西中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 21 試合 前田　美汐(香長中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 22 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 23 試合 澤村　優樹(鏡中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 24 試合 竹村　心音(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 25 試合 寺脇　悠斗(香長中) 久光　颯太(城西中)

 6コート 第 26 試合 前田　美汐(香長中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 27 試合 澤村　優樹(鏡中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 28 試合 竹村　心音(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 29 試合 公文　大智(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 30 試合 久光　颯太(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 31 試合 前田　美汐(香長中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 32 試合 竹村　心音(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 33 試合 公文　大智(城西中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 34 試合 久光　颯太(城西中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 35 試合 寺脇　悠斗(香長中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 36 試合 前田　美汐(香長中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 37 試合 公文　大智(城西中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 38 試合 久光　颯太(城西中) 石井　宋季(ラクーンジュニア)

 6コート 第 39 試合 寺脇　悠斗(香長中) 室津　快光(潮江中)

 6コート 第 40 試合 川村　蕾(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 41 試合 前田　美汐(香長中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 42 試合 久光　颯太(城西中) 竹村　心音(城西中)

 6コート 第 43 試合 寺脇　悠斗(香長中) 澤村　優樹(鏡中)

 6コート 第 44 試合 室津　快光(潮江中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 45 試合 道家　颯志(潮江中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 46 試合 前田　美汐(香長中) 久光　颯太(城西中)

 6コート 第 47 試合 寺脇　悠斗(香長中) 公文　大智(城西中)

 6コート 第 48 試合 澤村　優樹(鏡中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 49 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 50 試合 室津　快光(潮江中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 51 試合 前田　美汐(香長中) 寺脇　悠斗(香長中)

 6コート 第 52 試合 公文　大智(城西中) 川上　友賀(潮江中)

 6コート 第 53 試合 竹村　心音(城西中) 川村　蕾(潮江中)

 6コート 第 54 試合 澤村　優樹(鏡中) 道家　颯志(潮江中)

 6コート 第 55 試合 石井　宋季(ラクーンジュニア) 室津　快光(潮江中)

 6コート 中級の部C １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 2コート 第 01 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 02 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 03 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 04 試合 門田　琉来(鏡中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 05 試合 西森　小夏(鏡中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 06 試合 大川　鈴七(城西中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 07 試合 川邑　迪矢(城西中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 08 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 09 試合 谷渕　昊佑(潮江中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 10 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 11 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 12 試合 門田　琉来(鏡中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 13 試合 西森　小夏(鏡中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 14 試合 大川　鈴七(城西中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 15 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 16 試合 松田　太吉(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 17 試合 野村　和己(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 18 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 19 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 20 試合 門田　琉来(鏡中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 21 試合 西森　小夏(鏡中) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 22 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 23 試合 野村　和己(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 24 試合 西森　葵彩(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 25 試合 津野　翼希(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 26 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 27 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 28 試合 門田　琉来(鏡中) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 29 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 30 試合 西森　葵彩(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 31 試合 津野　翼希(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 32 試合 川邑　迪矢(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 33 試合 大川　鈴七(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 34 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 35 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 36 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 37 試合 津野　翼希(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 38 試合 川邑　迪矢(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 39 試合 大川　鈴七(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 40 試合 西森　小夏(鏡中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 41 試合 門田　琉来(鏡中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 42 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 中川　大輔(ラクーンジュニア)

 2コート 第 43 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 44 試合 川邑　迪矢(城西中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 45 試合 大川　鈴七(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 46 試合 西森　小夏(鏡中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 上級の部A １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 2コート 第 47 試合 門田　琉来(鏡中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 48 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 49 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 50 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 51 試合 大川　鈴七(城西中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 52 試合 西森　小夏(鏡中) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 53 試合 門田　琉来(鏡中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 54 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 55 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 56 試合 上総　帝(潮江中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 57 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 58 試合 西森　小夏(鏡中) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 59 試合 門田　琉来(鏡中) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 60 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 西森　葵彩(城西中)

 2コート 第 61 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 62 試合 松田　太吉(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 63 試合 谷渕　昊佑(潮江中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 64 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 65 試合 門田　琉来(鏡中) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 66 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 川邑　迪矢(城西中)

 2コート 第 67 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 津野　翼希(城西中)

 2コート 第 68 試合 西森　葵彩(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 69 試合 野村　和己(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 70 試合 松田　太吉(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 71 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 72 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 西森　小夏(鏡中)

 2コート 第 73 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 大川　鈴七(城西中)

 2コート 第 74 試合 川邑　迪矢(城西中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 75 試合 津野　翼希(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 76 試合 西森　葵彩(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 77 試合 野村　和己(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 78 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 中川　大輔(ラクーンジュニア)

 2コート 第 79 試合 石井　嗣樹(ラクーンジュニア) 門田　琉来(鏡中)

 2コート 第 80 試合 西森　小夏(鏡中) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 81 試合 大川　鈴七(城西中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 82 試合 川邑　迪矢(城西中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 83 試合 津野　翼希(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 84 試合 西森　葵彩(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 85 試合 三谷　新太(ラクーンジュニア) 石井　嗣樹(ラクーンジュニア)

 2コート 第 86 試合 中川　大輔(ラクーンジュニア) 山﨑　翼(潮江中)

 2コート 第 87 試合 門田　琉来(鏡中) 上総　帝(潮江中)

 2コート 第 88 試合 西森　小夏(鏡中) 谷渕　昊佑(潮江中)

 2コート 第 89 試合 大川　鈴七(城西中) 松田　太吉(城西中)

 2コート 第 90 試合 川邑　迪矢(城西中) 野村　和己(城西中)

 2コート 第 91 試合 津野　翼希(城西中) 西森　葵彩(城西中)



ｺｰﾄ 試合番号 選手１ 選手２

 1コート 第 01 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 02 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 03 試合 中川　佳月(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 04 試合 今村　駿文(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 05 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 06 試合 濵口　彩羽(香長中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 07 試合 西森　藍翔(城西中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 08 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 09 試合 菊本　百芳(潮江中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 10 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 11 試合 中川　佳月(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 12 試合 今村　駿文(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 13 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 14 試合 濵口　彩羽(香長中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 15 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 16 試合 北村　日奈向(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 17 試合 小松　楓和(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 18 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 19 試合 中川　佳月(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 20 試合 今村　駿文(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 21 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 22 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 23 試合 小松　楓和(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 24 試合 西森　孔亮(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 25 試合 岡田　悠靖(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 26 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 27 試合 中川　佳月(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 28 試合 今村　駿文(鏡中) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 29 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 30 試合 西森　孔亮(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 31 試合 岡田　悠靖(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 32 試合 西森　藍翔(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 33 試合 濵口　彩羽(香長中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 34 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 35 試合 中川　佳月(鏡中) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 36 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 37 試合 岡田　悠靖(城西中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 38 試合 西森　藍翔(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 39 試合 濵口　彩羽(香長中) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 40 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 41 試合 今村　駿文(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 42 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 中川　佳月(鏡中)

 1コート 第 43 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 44 試合 西森　藍翔(城西中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 45 試合 濵口　彩羽(香長中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 46 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 47 試合 今村　駿文(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 1- 6コート 上級の部B １５点×１ゲーム（延長ポイントなし）



 5コート 第 48 試合 中川　佳月(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 1コート 第 49 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 5コート 第 50 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 51 試合 濵口　彩羽(香長中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 52 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 53 試合 今村　駿文(鏡中) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 54 試合 中川　佳月(鏡中) 北村　日奈向(城西中)

 1コート 第 55 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 菊本　百芳(潮江中)

 5コート 第 56 試合 大野　楓真(潮江中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 57 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 58 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 59 試合 今村　駿文(鏡中) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 60 試合 中川　佳月(鏡中) 西森　孔亮(城西中)

 1コート 第 61 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 小松　楓和(城西中)

 5コート 第 62 試合 北村　日奈向(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 63 試合 菊本　百芳(潮江中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 64 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 65 試合 今村　駿文(鏡中) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 66 試合 中川　佳月(鏡中) 西森　藍翔(城西中)

 1コート 第 67 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 岡田　悠靖(城西中)

 5コート 第 68 試合 西森　孔亮(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 69 試合 小松　楓和(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 70 試合 北村　日奈向(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 71 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 72 試合 中川　佳月(鏡中) 尾﨑　英汰(鏡中)

 1コート 第 73 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 濵口　彩羽(香長中)

 5コート 第 74 試合 西森　藍翔(城西中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 75 試合 岡田　悠靖(城西中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 76 試合 西森　孔亮(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 77 試合 小松　楓和(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 78 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 中川　佳月(鏡中)

 1コート 第 79 試合 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア) 今村　駿文(鏡中)

 5コート 第 80 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 81 試合 濵口　彩羽(香長中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 82 試合 西森　藍翔(城西中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 83 試合 岡田　悠靖(城西中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 84 試合 西森　孔亮(城西中) 小松　楓和(城西中)

 1コート 第 85 試合 濱田　夢来(ラクーンジュニア) 宇賀　望空斗(ラクーンジュニア)

 5コート 第 86 試合 中川　佳月(鏡中) 嶋﨑　惺也(潮江中)

 1コート 第 87 試合 今村　駿文(鏡中) 大野　楓真(潮江中)

 5コート 第 88 試合 尾﨑　英汰(鏡中) 菊本　百芳(潮江中)

 1コート 第 89 試合 濵口　彩羽(香長中) 北村　日奈向(城西中)

 5コート 第 90 試合 西森　藍翔(城西中) 小松　楓和(城西中)

 1コート 第 91 試合 岡田　悠靖(城西中) 西森　孔亮(城西中)



⑪ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

潮江中ﾈｯﾄ

11ｺｰﾄ

①②ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

城西中ﾈｯﾄ

１ｺｰﾄ ２ｺｰﾄ ３ｺｰﾄ

④ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

鏡中ﾈｯﾄ

４ｺｰﾄ 10ｺｰﾄ

⑤ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

城西中ﾈｯﾄ

５ｺｰﾄ ６ｺｰﾄ

⑥ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

城西中ﾈｯﾄ

７ｺｰﾄ

⑧ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

鏡中ﾈｯﾄ

８ｺｰﾄ 09ｺｰﾄ

⑨⑩ｺｰﾄ

練習ｺｰﾄ

潮江中ﾈｯﾄ
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