
丸山　樹良 島田　隆矢 高相　遼也  足立　貴智 丸山　樹良 小橋　雄介 小橋　雄介 丸山　凌  川谷　涼季 伊藤　梓吹

(山ノ内） （南　宮） （中野平）  （城　北） (山ノ内） （豊　田） （豊　田） （城　南）  （南　宮） （中野平）

神田　尚史 阿部　順也

（豊　田） （南　宮）

小林　一貴 水野　理駆

（高　社） （城　北）

小橋　孝哉 荒井　大樹 高田　大地 竹田　真士 小橋　孝哉 宮津　文弥 宮津　文弥 山田　理仁 久保田　和樹野村　和希

（豊　田） （中野平） （南　宮） （城　南） （豊　田） (山ノ内） (山ノ内） （城　南） （中野平） （南　宮）

関　　和馬 水野　理駆 市川　虎太朗宮崎　巧巳 関　　和馬 丸山　瑠太 丸山　瑠太 小林　一貴 新保　裕介 小林　春喜

（中野平） （城　北） （高　社） (山ノ内） （中野平） （城　北） （城　北） （高　社） （中野平） （豊　田）

馬場　智大 阿部　順也 林　竜生 佐藤　友輝 馬場　智大 神田　祐伍 神田　祐伍 神田　尚史 宮嶋　憲伸 東　賢哉

（高　社） （南　宮） （城　北） （中野平） （高　社） （中野平） （中野平） （豊　田） （南　宮） （城　南）

丸山　凌 島田　隆矢

（城　南） （南　宮）

佐藤　啓樹 滝澤　陸 滝澤　陸 佐藤　啓樹 神田　双葉 天間　伶音

（高　社） （城　北） （城　北） （高　社） （中野平） (山ノ内）

山田　理仁 荒井　大樹

（城　南） （中野平）

藤澤　純哉 綱島　輝

(木島平） （南　宮）

瀧澤　揚星 綱島　輝 清水　美博 山岸　左京 瀧澤　揚星 花石　隆彦 花石　隆彦 藤澤　純哉 松澤　英樹 唐沢　有馬

(木島平） （南　宮） （城　北） （高　社） (木島平） （南　宮） （南　宮） (木島平） （高　社） （中野平）

藤木　陽太 田中　大樹 下田　拓実 武田　洸樹 藤木　陽太 三ツ井　大志 三ツ井　大志竹内　浄 石川　翔太 深堀　盛隆

（城　南） (山ノ内） （高　社） （南　宮） （城　南） （城　北） （城　北） （南　宮） （中野平） （城　南）

竹内　浄 下田　拓実

（南　宮） （高　社）

小林　純 青木　俊介

（豊　田） （中野平）

岸田　将哉 島田　正吾 市川　雄馬 櫻井　俊太 岸田　将哉 島田　正吾

（城　南） （中野平） （豊　田） （高　社） （城　南） （中野平）

西沢　達貴 宮澤　隆夫

（南　宮） （城　南）

宮澤　昂大 小林　大河 足立　良太 鈴木　崚冴 宮澤　昂大 塚田　朋樹  小林　亜聡 塚田　朋樹 山口　雄資 岡田　歩

（南　宮） （中野平） （城　南）（飯山ｸﾗﾌﾞ） （南　宮） （高　社）  （南　宮） （高　社） （中野平） (木島平）

西山　裕介 小澤　憂 山田　海斗 町田　一生 西山　裕介 渡邉　浩也 渡邉　浩也 月岡　倫章  春原　銀河 外谷　謙太

（南　宮） （城　南） （豊　田） （中野平） （南　宮） （高　社） （高　社） (山ノ内）  （中野平） （城　南）

青木　俊介 中澤　貴男 鈴木　海渡 水澤　朋昭 中澤　貴男 石川　翔也 石川　翔也 小林　純 藤原　望 鈴木　達也

（中野平） (山ノ内） （城　北） （高　社） (山ノ内） （中野平） （中野平） （豊　田） （城　北） （南　宮）

外谷　謙太 小澤　憂

（城　南） （城　南）

岡田　歩 鈴木　崚冴

(木島平） （飯山クラブ

澤田　健太 高山　翔太 宮澤　隆夫 池田　塁 澤田　健太 丸山　裕哉 丸山　裕哉 吉越　敬吾 西沢　達貴 大山　拓海

（中野平） （高　社） （城　南） （南　宮） （中野平） （高　社） （高　社） （城　北） （南　宮） （中野平）
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高相　遼也 伊藤　梓吹

（中野平） （中野平）

東　賢哉 佐藤　友輝

（城　南） （中野平）

小林　春喜 宮崎　巧巳

（豊　田） (山ノ内）

竹田　真士 久保田　和樹

（城　南） （中野平）

市川　虎太朗 新保　裕介

（高　社） （中野平）

林　竜生 宮嶋　憲伸

（城　北） （南　宮）

神田　双葉 天間　伶音

（中野平） (山ノ内）

野村　和希 高田　大地

（南　宮） （南　宮）

唐沢　有馬 山岸　左京

（中野平） （高　社）

清水　美博 松澤　英樹

（城　北） （高　社）

田中　大樹 石川　翔太

(山ノ内） （中野平）

深堀　盛隆 武田　洸樹

（城　南） （南　宮）

鈴木　達也 鈴木　海渡

（南　宮） （城　北）

市川　雄馬 櫻井　俊太

（豊　田） （高　社）

大山　拓海 池田　塁

（中野平） （南　宮）

足立　良太 山口　雄資

（城　南） （中野平）

山田　海斗 月岡　倫章

（豊　田） (山ノ内）

水澤　朋昭 藤原　望

（高　社） （城　北）

町田　一生

（中野平）

小林　大河

（中野平）

高山　翔太 吉越　敬吾

（高　社） （城　北）

３・４位トーナメント３・４位トーナメント３・４位トーナメント３・４位トーナメント
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