
所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

津幡南中 渡辺 翔太 [1] 

1 津幡南中 野々山 仁 渡辺 翔太 [1] 

  野々山 仁 

2  Bye 1  渡辺 翔太 [1] 

金大附属中 米林 翔  野々山 仁 

3 金大附属中 阿部 結我 米林 翔 6-0  

星稜中 八野田 隼斗 阿部 結我  

4 星稜中 大川 七海斗 6-0  渡辺 翔太 [1] 

津幡中 松根 拓希 [4]  野々山 仁 

5 津幡中 清水端 海音 松根 拓希 [4] 8-6  

錦丘中 中村 巧史朗 清水端 海音  

6 錦丘中 永井 晃太郎 6-1  松根 拓希 [4] 

星稜中 中野 蓮  清水端 海音 

7 星稜中 供田 篤史 上田 悠陽 6-1  

津幡南中 上田 悠陽 中山 裕也  

8 津幡南中 中山 裕也 6-0  渡辺 翔太 [1] 

森本中 宮前 太一  野々山 仁 

9 森本中 宮前 雄也 宮前 太一 8-5  

津幡南中 上田 陸翔 宮前 雄也  

10 津幡南中 亀田 朋哉 6-0  宮前 太一 

北辰中 堀岡 航  宮前 雄也 

11 北辰中 源 聖悟 堀岡 航 6-3  

緑中 吉田 圭佑 [3] 源 聖悟  

12 緑中 直喜 温也 6-3  小寺 稀介 [2] 

津幡南中 久保 流輝  清水端 一優 

13 津幡南中 奥村 玲央 久保 流輝 8-4  

星稜中 柴田 琉生 奥村 玲央  

14 星稜中 梅津 侑真 6-0  小寺 稀介 [2] 

金大附属中 五十嵐 亮輔  清水端 一優 

15 金大附属中 成瀬 祥太郎 小寺 稀介 [2] 6-3  

津幡中 小寺 稀介 [2] 清水端 一優  

16 津幡中 清水端 一優 6-1  

  松根 拓希 宮前 太一 

 清水端 海音 宮前 雄也 8-5  
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高岡中 井関 麻央 [1] 

1 高岡中 前田 柚葉 井関 麻央 [1] 

  前田 柚葉 

2  Bye 1  井関 麻央 [1] 

紫錦台中 上森 紅葉  前田 柚葉 

3 紫錦台中 谷渡 友楽 上森 紅葉 6-0  

金大附属中 大矢 光伶 谷渡 友楽  

4 金大附属中 青木 陽菜 6-0  井関 麻央 [1] 

高岡中 神野 優菜  前田 柚葉 

5 高岡中 竹田 華菜 神野 優菜 6-0  

山中中 竹村 安珠 竹田 華菜  

6 山中中 西野 結子 6-1  神野 優菜 

   竹田 華菜 

7  Bye 7 正村 逢愛 [8] 6-4  

川北中 正村 逢愛 [8] 清水 愛佳  

8 川北中 清水 愛佳  井関 麻央 [1] 

志賀中 矢田 絢音 [3]  前田 柚葉 

9 志賀中 西村 莉依 矢田 絢音 [3] 8-2  

  西村 莉依  

10  Bye 3  矢田 絢音 [3] 

金大附属中 和所 愛奈  西村 莉依 

11 金大附属中 早稲田 まゆり 桂木 結紅 6-0  

紫錦台中 桂木 結紅 田中 穂乃花  

12 紫錦台中 田中 穂乃花 w.o. 矢田 絢音 [3] 

   西村 莉依 

13  Bye 12 南 響菜 6-1  

高岡中 南 響菜 大澤 仁唯奈  

14 高岡中 大澤 仁唯奈  宇野 りりあ [5] 

   山本 美華 

15  Bye 5 宇野 りりあ [5] 6-0  

紫錦台中 宇野 りりあ [5] 山本 美華  

16 紫錦台中 山本 美華  井関 麻央 [1] 

志賀中 三原 光玖 [7]  前田 柚葉 

17 志賀中 三野 日夏子 三原 光玖 [7] 8-3  

  三野 日夏子  

18  Bye 6  三原 光玖 [7] 

高岡中 塩谷 朋佳  三野 日夏子 

19 高岡中 忠地 美帆子 能崎 愛未 6-1  

紫錦台中 能崎 愛未 齊藤 彩菜  

20 紫錦台中 齊藤 彩菜 w.o. 橋本 夏凛 [4] 

高岡中 吉田 佳乃  石川 乙葉 

21 高岡中 寒川 理惟奈 土谷 菜月 7-6(6)  

紫錦台中 土谷 菜月 結城 香音  

22 紫錦台中 結城 香音 6-0  橋本 夏凛 [4] 

   石川 乙葉 

23  Bye 4 橋本 夏凛 [4] 6-0  

川北中 橋本 夏凛 [4] 石川 乙葉  

24 川北中 石川 乙葉  太田 光虹 [2] 

内灘中 広瀬 すずらん [6]  能坂 あい 

25 内灘中 村上 真琴 広瀬 すずらん [6] 8-2  

  村上 真琴  

26  Bye 8  屋宣 優伽 

紫錦台中 牧埜 柚姫  鳥井 雪乃 

27 紫錦台中 髙宮 遙香 屋宣 優伽 6-3  

川北中 屋宣 優伽 鳥井 雪乃  

28 川北中 鳥井 雪乃 6-0  太田 光虹 [2] 

紫錦台中 九重 咲穂  能坂 あい 

29 紫錦台中 道下 憧子 九重 咲穂 6-2  

金大附属中 村田 伊織 道下 憧子  

30 金大附属中 米田 あい 6-1  太田 光虹 [2] 

   能坂 あい 

31  Bye 2 太田 光虹 [2] 7-6(5)  

高岡中 太田 光虹 [2] 能坂 あい  

32 高岡中 能坂 あい  

  

三位決定戦

矢田 絢音 橋本 夏凛

西村 莉依 石川 乙葉 
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