
中野麟太朗 原田　竜成

明治大学付属中野高等学校3 中野麟太朗 原田　竜成 東北高等学校3

齋藤　　光 明治大学付属中野高等学校3 東北高等学校3 山﨑　　凱

西武台千葉高等学校3 中野麟太朗 東野　秀馬 高知中央高等学校3

中川　瑛太 明治大学付属中野高等学校3 興国高等学校1 小林　大河

岐阜聖徳学園高等学校1 遠藤　崇真 東野　秀馬 西武台千葉高等学校3

遠藤　崇真 樟南高等学校3 興国高等学校1 東野　秀馬

樟南高等学校1 隅内　雅人 東野　秀馬 興国高等学校1

角江　陸翔 水戸啓明高等学校2 興国高等学校1 吉田　京介

枚方第三中学校2 亥飼　　陽 吉田　京介 代々木高等学校2

亥飼　　陽 日本ウェルネス高等学校1 代々木高等学校2 皿木　大智

日本ウェルネス高等学校1 隅内　雅人 吉沢　己咲 興國高等学校1

隅内　雅人 水戸啓明高等学校2 本庄第一高等学校2 吉沢　己咲

水戸啓明高等学校2 隅内　雅人 吉沢　己咲 本庄第一高等学校2

梶谷　　駿 水戸啓明高等学校2 本庄第一高等学校2 小村　隼士

総社市立総社東中学校2 林田　直也 湯原　　光 札幌光星高等学校3

大嶋　　港 沖学園高等学校2 名古屋市立西陵高等学校3 佐藤　快斗

関西高等学校1 大嶋　　港 佐藤　快斗 埼玉栄高等学校1

米須　清幸 関西高等学校1 埼玉栄高等学校1 安藤　　輝

興南高等学校2 小川寿興翔 湯原　　光 関西高等学校1

黒田　裕稀 高川学園高等学校1 名古屋市立西陵高等学校3 比嘉　玲王

滝川第二高等学校2 小川寿興翔 湯原　　光 沖縄カトリック中学校1

小川寿興翔 高川学園高等学校1 名古屋市立西陵高等学校3 湯原　　光

高川学園高等学校1 林田　直也 湯原　　光 名古屋市立西陵高等学校3

新井　龍紀 沖学園高等学校2 名古屋市立西陵高等学校3 工藤　颯太

中部大学第一高等学校2 新井　龍紀 隅内　雅人 三位 常盤　和也 日本大学山形高等学校1

髙田圭一郎 中部大学第一高等学校2 水戸啓明高等学校2 隅内　雅人 鹿沼市立東中学校3 常盤　和也

岡山県作陽高等学校1 林田　直也 東野　秀馬 水戸啓明高等学校2 常盤　和也 鹿沼市立東中学校3

古川　創大 沖学園高等学校2 興国高等学校1 四位 鹿沼市立東中学校3 山﨑　咲寿

日章学園高等学校2 林田　直也 東野　秀馬 小原　　力 海老名市立有馬中学校2

林田　直也 沖学園高等学校2 興国高等学校1 St. Mary’s International School2 小原　　力

沖学園高等学校2 St. Mary’s International School2

順位決定戦

中野麟太朗

小川寿興翔 明治大学付属中野高等学校3 中野麟太朗

七位 高川学園高等学校1 小川寿興翔 明治大学付属中野高等学校3 五位

小川寿興翔 高川学園高等学校1 中野麟太朗

高川学園高等学校1 吉沢　己咲 明治大学付属中野高等学校3

八位 常盤　和也 本庄第一高等学校2 吉沢　己咲 六位

常盤　和也 鹿沼市立東中学校3 常盤　和也 本庄第一高等学校2 吉沢　己咲

鹿沼市立東中学校3 鹿沼市立東中学校3 本庄第一高等学校2

※ 日没サスペンデットのため、３組のマッチが翌日持ち越しとなりました。なお、スタート時刻は各組７：０７です。
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7and5

4and3 5and4 沖学園高等学校2 3and2

4and3
3and2 20thH

1up

2and1

名古屋市立西陵高等学校3
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湯原　　光
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6and5 2and1

1up



櫻井　心那 森　　愉生

長崎日本大学高等学校3 櫻井　心那 森　　愉生 岡山理科大学附属高等学校2

藤井　美羽 長崎日本大学高等学校3 岡山理科大学附属高等学校2 小潮川せり

栄徳高等学校2 櫻井　心那 森　　愉生 沖縄県立宜野座高等学校1

三瀬　舞愛 長崎日本大学高等学校3 岡山理科大学附属高等学校2 中澤　瑠来

四国学院大学香川西高等学校3 三瀬　舞愛 飯島　早織 埼玉栄高等学校3

菅　　楓華 四国学院大学香川西高等学校3 ルネサンス高等学校1 飯島　早織

日章学園高等学校1 櫻井　心那 高木りおん ルネサンス高等学校1

森田　彩音 長崎日本大学高等学校3 代々木高等学校3 高木りおん

叡明高等学校3 川端　悠衣 高木りおん 代々木高等学校3

川端　悠衣 広島国際学院高等学校2 代々木高等学校3 前里　奈々

広島国際学院高等学校2 茶木　詩央 高木りおん 南城市立大里中学校3

岩谷　咲来 共立女子第二高等学校1 代々木高等学校3 川端　雪菜

共立女子第二高等学校2 茶木　詩央 佐藤　心結 福井工業大学附属福井高等学校2

茶木　詩央 共立女子第二高等学校1 明秀学園日立高等学校3 佐藤　心結

共立女子第二高等学校1 島勝ひなた 川﨑　春花 明秀学園日立高等学校3

髙野　愛姫 生光学園高等学校3 大阪学院大学高等学校3 馬場　咲希

埼玉栄高等学校2 島勝ひなた 馬場　咲希 日本ウェルネス高等学校1

島勝ひなた 生光学園高等学校3 日本ウェルネス高等学校1 與語　優奈

生光学園高等学校3 島勝ひなた 長尾小百合 ECC学園高等学校2

荒木　優奈 生光学園高等学校3 ルネサンス大阪高等学校2 島田　ゆら

日章学園高等学校1 荒木　優奈 長尾小百合 北星学園大学附属高等学校1

関口　　碧 日章学園高等学校1 ルネサンス大阪高等学校2 長尾小百合

埼玉平成高等学校2 島勝ひなた 川﨑　春花 ルネサンス大阪高等学校2

巽　　琉愛 生光学園高等学校3 大阪学院大学高等学校3 西山　知里

奈良育英中学校3 巽　　琉愛 櫻井　心那 三位 松原　柊亜 代々木高等学校1

長澤　愛羅 奈良育英中学校3 長崎日本大学高等学校3 高木りおん 松戸市立第二中学校3 松原　柊亜

富士川町立鰍沢中学校2 北川紗玖楽 高木りおん 代々木高等学校3 川﨑　春花 松戸市立第二中学校3

倉林　　紅 関西大学中等部3 代々木高等学校3 四位 大阪学院大学高等学校3 川﨑　春花

東北高等学校1 北川紗玖楽 櫻井　心那 川﨑　春花 大阪学院大学高等学校3

北川紗玖楽 関西大学中等部3 長崎日本大学高等学校3 大阪学院大学高等学校3 清本　美波

関西大学中等部3 誉高等学校1

順位決定戦

茶木　詩央

北川紗玖楽 共立女子第二高等学校1 茶木　詩央

七位 関西大学中等部3 北川紗玖楽 共立女子第二高等学校1 五位

森　　愉生 関西大学中等部3 長尾小百合

岡山理科大学附属高等学校2 森　　愉生 ルネサンス大阪高等学校2

八位 森　　愉生 岡山理科大学附属高等学校2 長尾小百合 六位

北川紗玖楽 岡山理科大学附属高等学校2 長尾小百合 ルネサンス大阪高等学校2 茶木　詩央

関西大学中等部3 ルネサンス大阪高等学校2 共立女子第二高等学校1

※ 日没サスペンデットのため、３組のマッチが翌日持ち越しとなりました。なお、スタート時刻は各組７：０７です。
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