
シード 氏 名 学校名 １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ＱＦ ＳＦ

11、 1 中村 柊翔 駿台甲府３

2、 BYE 0 0
中村

3、 堀越 亮佑 忍野中３ 6-0
堀越

4、 坂本 陸 塩山北３ 6-1
中村

5、 田中 達也 勝沼中２ 6-2
村津

6、 村津 遼馬 高根中３ 6-0
村津

7、 風間 朝陽 一宮中２ 6-5
小林

. 8、 小林 優友 上条中３ 6-5
中村

39、 水庭 楓太 白根御勅使３ 6-4
水庭

10、 天野 幹久 忍野中１ 6-3
水庭

11、 ｱﾝｿﾆｰ ﾊﾞｰﾄﾗﾝﾄﾞ 白根巨摩３ 6-1
アンソニー

12、 藤原 侑樹 駿台甲府３ 6-5
奥山

13、 飯島 伊吹 一宮中３ 6-3
飯野

14、 飯野 智聖 白根巨摩３ 6-2
奥山

15、 山路 創太 玉穂中２ 6-1
奥山

16、 5・8 奥山 希世斗 山梨北２ 6-0
中村

317、 3・4 久保嶋　亮太 駿台甲府３ 6-2

18、 BYE 0 0
久保嶋

19、 澤海 樹 甲陵中２ 6-1
峯田

20、 峯田 禎央 梨大附属１ 6-3
穂坂

21、 仁林 周大 勝沼中３ 6-2
仁林

22、 渡邊　 海吏 下吉田３ 6-1
穂坂

23、 穂坂 彗斗 甲府東３ 6-0
穂坂

24、 星野 晶 河口湖南２ 6-1
穂坂

225、 栗原 健士良 双葉中３ 6-3
栗原

26、 近藤 伯 駿台甲府３ 6-1
栗原

27、 穴水 海斗 梨大附属３ 6-2
穴水

28、 小舘 優介 河口湖南２ 6-1
野原

29、 井口 ﾄﾞﾐｰﾄﾘｰ 押原中２ 6-2
井口

30、 平山 翼 山梨北１ 6-0 決　勝
野原

31、 BYE 0 0 6-1 １、中村
中村

32、 5・8 野原 康佑 北東中３ 64、赤池 6-4
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シード 氏 名 所属 １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ＱＦ ＳＦ

33, 5・8 杉嵜 春光 山梨学院２

34, BYE 0 0
杉嵜

35, 渡邉 響月 忍野中１ 6-3
髙橋

36, 髙橋 直生 甲府北西３ 6-0
雨宮

37, 持木 夕弥 白根御勅使３ 6-3
持木

38, 宮下 蒼爽 吉田中３ 6-2
雨宮

39, 上條 結也 一宮中２ 6-0
雨宮

340, 雨宮 啓暉 甲府南２ 6-0
安達

41, 籠原 風雅 玉幡中３ 6-4
長谷部

42, 長谷部 光祐 甲府南２ 6-2
長谷部

43, 刑部 涼太 吉田中１ 6-2
上條

44, 上條 裕太郎 一宮中３ 6-0
安達

45, 小林 朱綺 白根巨摩３ 6-2
小林

46, 渡邉 成真 吉田中２ 6-2
安達

47, BYE 0 0 6-0

248, 3・4 安達 京聡 駿台甲府２
赤池

49, 5・8 太田 理斗 高根中１ 6-4

50, BYE 0 0
太田

51, 渡邉 舞羽 忍野中１ 6-4
中村

52, 中村 漱吾 一宮中２ 6-2
太田

53, 早川 大貴 下吉田２ 6-3
河野

54, 河野 陽太 石和中２ w.o.
藤原

55, 千田 悠人 高根中３ 6-1
藤原

356, 藤原 拓海 双葉中１ 6-2
赤池

57, 折居 鷲亮 白根巨摩２ 6-2
岩間

58, 岩間 悠莉 山梨学院３ 6-0
勝俣

59, 神田 真照 大和中３ 6-2
勝俣

60, 勝俣 凌河 明見中３ 6-1
赤池

61, 深井 希望 駿台甲府３ 6-1
深井

62, 吉岡　　 毅紘 春日居３ w.o.
赤池

63, BYE 0 0 6-2

164, 2 赤池 佑太 白根巨摩２
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