
中学男子シングルス予選リーグ　→　1位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　1位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　1位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　1位トーナメント 　　　　

鈴木　崚冴 高松　新 中島　健吾 金丸　陽一

（城北中） （中野平中） （豊田中） （南宮中）

西澤　陵 小山　祐輝 田中　壱季

（高社中） （南宮中） （中野平中）

頓所　広陽 鈴木　啓太 徳竹　翔

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松沢　光一郎 滝澤　広野 民野　優樹

（中野平中） （城北中） （南宮中）

富井　歩 吉池　瑛留 篠沢　元紀

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

田中　蓮太郎 筒井　悠貴 藤澤　稔

（山ノ内中） （南宮中） （飯山クラブ）

佐藤　佑紀 石澤　純 小林　大陽

（南宮中） （城北中） （豊田中） 3

青木　友輔 片桐　圭佑 柴本　恭佑 1

（木島平中） （山ノ内中） （南宮中）

櫻井　大洋 上原　佑介 中村　俊太朗

（中野平中） （南宮中） （豊田中）

佐々木　基樹 金井　竜祐 吉田　智哉

（高社中） （城南中） （南宮中）

大平　悠斗 山田　海人 山口　拓郎

（城北中） （南宮中） （高社中）

小林　亮也 徳竹　孝治 春日　啓太

（豊田中） （山ノ内中） （城北中）

永峯　克将 山崎　雅貴 青木　秀平

（中野平中） （木島平中） （南宮中）

宮津　拓弥 堀崎　英幸 内田　瞭

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中） 3

成澤　晴彦 池田　章太郎 春原　啓人 2

（豊田中） （高社中） （中野平中）

丸山　醇 阿部　匠登 徳竹　寿

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

大澤　拓海 山本　拓弥 斎藤　幸陽

（南宮中） （山ノ内中） （城北中）

東山　侑太 大塚　友葵 西澤　岳斗

（高社中） （中野平中） （南宮中）

山田　健斗 長谷川　大貴 佐藤　一輝

（南宮中） （木島平中） （中野平中）

広瀬　功侍 島田　伸吾 小野　翔貴

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中）

保科　直生 関口　慶亮 阿部　直人

（中野平中） （南宮中） （城北中） 2

福原　元太 市之宮　海 樋口　駿斗 3

（城北中） （木島平中） （南宮中）

小林　伽成 清水　俊貴 坂東　峻

（南宮中） （中野平中） （城南中）

市川　雄飛 大塚　万央 堀米　拓摩

（山ノ内中） （豊田中） （南宮中）

山田　寛顕 北沢　優武 佐藤　誠哉

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松原　海斗 高橋　龍世 戸谷サミールアリ

（城北中） （南宮中） （中野平中）

関口　陽太 関川　舜也 髙橋　海斗

（南宮中） （高社中） （城南中）

髙山　遼太 高見澤亮哉 柳沢　優芽

（高社中） （南宮中） （中野平中）
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中学男子シングルス予選リーグ　→　2位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　2位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　2位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　2位トーナメント 　　　　

鈴木　崚冴 高松　新 中島　健吾 金丸　陽一

（城北中） （中野平中） （豊田中） （南宮中）

西澤　陵 小山　祐輝 田中　壱季

（高社中） （南宮中） （中野平中）

頓所　広陽 鈴木　啓太 徳竹　翔

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松沢　光一郎 滝澤　広野 民野　優樹

（中野平中） （城北中） （南宮中）

富井　歩 吉池　瑛留 篠沢　元紀

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

田中　蓮太郎 筒井　悠貴 藤澤　稔

（山ノ内中） （南宮中） （飯山クラブ）

佐藤　佑紀 石澤　純 小林　大陽

（南宮中） （城北中） （豊田中）

青木　友輔 片桐　圭佑 柴本　恭佑

（木島平中） （山ノ内中） （南宮中）

櫻井　大洋 上原　佑介 中村　俊太朗

（中野平中） （南宮中） （豊田中）

佐々木　基樹 金井　竜祐 吉田　智哉

（高社中） （城南中） （南宮中）

大平　悠斗 山田　海人 山口　拓郎

（城北中） （南宮中） （高社中）

小林　亮也 徳竹　孝治 春日　啓太

（豊田中） （山ノ内中） （城北中）

永峯　克将 山崎　雅貴 青木　秀平

（中野平中） （木島平中） （南宮中）

宮津　拓弥 堀崎　英幸 内田　瞭

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中）

成澤　晴彦 池田　章太郎 春原　啓人

（豊田中） （高社中） （中野平中）

丸山　醇 阿部　匠登 徳竹　寿

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

大澤　拓海 山本　拓弥 斎藤　幸陽

（南宮中） （山ノ内中） （城北中）

東山　侑太 大塚　友葵 西澤　岳斗

（高社中） （中野平中） （南宮中）

山田　健斗 長谷川　大貴 佐藤　一輝

（南宮中） （木島平中） （中野平中）

広瀬　功侍 島田　伸吾 小野　翔貴

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中）

保科　直生 関口　慶亮 阿部　直人

（中野平中） （南宮中） （城北中）

福原　元太 市之宮　海 樋口　駿斗

（城北中） （木島平中） （南宮中）

小林　伽成 清水　俊貴 坂東　峻

（南宮中） （中野平中） （城南中）

市川　雄飛 大塚　万央 堀米　拓摩

（山ノ内中） （豊田中） （南宮中）

山田　寛顕 北沢　優武 佐藤　誠哉

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松原　海斗 高橋　龍世 戸谷サミールアリ

（城北中） （南宮中） （中野平中）

関口　陽太 関川　舜也 髙橋　海斗

（南宮中） （高社中） （城南中）

髙山　遼太 高見澤亮哉 柳沢　優芽

（高社中） （南宮中） （中野平中）
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中学男子シングルス予選リーグ　→　3、4位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　3、4位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　3、4位トーナメント中学男子シングルス予選リーグ　→　3、4位トーナメント

鈴木　崚冴 高松　新 中島　健吾 金丸　陽一

（城北中） （中野平中） （豊田中） （南宮中）

西澤　陵 小山　祐輝 田中　壱季

（高社中） （南宮中） （中野平中）

頓所　広陽 鈴木　啓太 徳竹　翔

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松沢　光一郎 滝澤　広野 民野　優樹

（中野平中） （城北中） （南宮中）

富井　歩 吉池　瑛留 篠沢　元紀

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

田中　蓮太郎 筒井　悠貴 藤澤　稔

（山ノ内中） （南宮中） （飯山クラブ）

佐藤　佑紀 石澤　純 小林　大陽

（南宮中） （城北中） （豊田中）

青木　友輔 片桐　圭佑 柴本　恭佑

（木島平中） （山ノ内中） （南宮中）

櫻井　大洋 上原　佑介 中村　俊太朗

（中野平中） （南宮中） （豊田中）

佐々木　基樹 金井　竜祐 吉田　智哉

（高社中） （城南中） （南宮中）

大平　悠斗 山田　海人 山口　拓郎

（城北中） （南宮中） （高社中）

小林　亮也 徳竹　孝治 春日　啓太

（豊田中） （山ノ内中） （城北中）

永峯　克将 山崎　雅貴 青木　秀平

（中野平中） （木島平中） （南宮中）

宮津　拓弥 堀崎　英幸 内田　瞭

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中）

成澤　晴彦 池田　章太郎 春原　啓人

（豊田中） （高社中） （中野平中）

丸山　醇 阿部　匠登 徳竹　寿

（城南中） （南宮中） （山ノ内中）

大澤　拓海 山本　拓弥 斎藤　幸陽

（南宮中） （山ノ内中） （城北中）

東山　侑太 大塚　友葵 西澤　岳斗

（高社中） （中野平中） （南宮中）

山田　健斗 長谷川　大貴 佐藤　一輝

（南宮中） （木島平中） （中野平中）

広瀬　功侍 島田　伸吾 小野　翔貴

（山ノ内中） （中野平中） （南宮中）

保科　直生 関口　慶亮 阿部　直人

（中野平中） （南宮中） （城北中）

福原　元太 市之宮　海 樋口　駿斗

（城北中） （木島平中） （南宮中）

小林　伽成 清水　俊貴 坂東　峻

（南宮中） （中野平中） （城南中）

市川　雄飛 大塚　万央 堀米　拓摩

（山ノ内中） （豊田中） （南宮中）

山田　寛顕 北沢　優武 佐藤　誠哉

（南宮中） （中野平中） （山ノ内中）

松原　海斗 高橋　龍世 戸谷サミールアリ

（城北中） （南宮中） （中野平中）

関口　陽太 関川　舜也 髙橋　海斗

（南宮中） （高社中） （城南中）

髙山　遼太 高見澤亮哉 柳沢　優芽

（高社中） （南宮中） （中野平中）

金丸　陽一

（南宮中）
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