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2

1 保坂 圭耶 東中

3 澤海 樹 甲陵中

4 望月 杏生 エスト

5 清水 唯楓 白根御勅使中

優月 東中6 上野

8 河西 陸 玉穂中

7 千葉 雅貴 城南中

前田 遙人 甲陵中

白根御勅使中

10 新津 圭冬 学院中

9

12 大橋 敦也 東中

11 山田 桂吾

13 川島 涼 城南中

14 吉田 悠聖 玉穂中

15

17 川﨑 睦斗 城南中

16 佐直 寛斗 上条中

19 中澤 琉人 玉穂中

18

20 下出 隼人 東中

21 望月 真尋 学院中

健翔 白根御勅使中22 深澤

24 半田 真那斗 甲陵中

23 風間 朝陽 あいＴＣ

大森 陽平 ＩＳＨＩＩ

東中

26 有泉 和哉 玉穂中

25

28 千葉 颯太 城南中

27 後町 拓哉

29 岡根 航海 白根御勅使中

青葉

30 谷口 裕二 上条中

31

中学生男子

32 村松 由基

試合会場は、７日予定通り緑ヶ丘コートになります。小瀬ではありません。

受付開始　８：３０　　試合開始　９：００

問合せ先　０９０－５３２６－３８３９　（滝口）

Bye　

Bye　

Bye　

Bye　
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青葉1 村津 夏海

3 伊東 優弥 東中

2

4 大森 友翔 甲陵中

5 渡邊 直希 上条中

脩人 玉穂中6 奥脇

8 小俣 大翔 学院中

7 河西 来瑠 白根御勅使中

篠原 佑介 城南中

玉穂中

10 青木 大空 学院中

9

12 大日方 隆弥 ＧＴＫ

11 堀内 虹希

葵 フォレスト

13 小澤 史宗 白根御勅使中

14 藤巻 晴 東中

15 勝俣

17 久保田 健太 エスト

16 新海 龍成 甲陵中

19 森本 響 白根御勅使中

18

20 佐久間 捺海 上条中

21 萩原 拓斗 玉穂中

夕日 東中22 上野

24 栁 涼雅 城南中

23 河西 晃希 甲陵中

25 久保田 瑠偉 白根御勅使中

海 学院中

26 駒谷 颯 東中

30

28 山田 涼太 玉穂中

27 篠崎

小林 大晄 城南中

角田 翔太 東中

31

29

32 近 柊志 エスト

Bye　

Bye　

Bye　
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1 折居 鷲亮 エスト

3 古屋 海斗 城南中

2

4 雨宮 唯大 白根御勅使中

5 大森 朝陽 上条中

依生 甲陵中6 松土

8 大橋 淳之介 東中

7 石原 優希 玉穂中

須田 敦士 東中

城南中

10 小林 聖弥 甲陵中

9

12 萩原 元気 学院中

11 小澤 永輔

孝太 東中

13 渡邊 武和 玉穂中

14 斉藤 弘樹 上条中

15 入倉

17 遠藤 拓海 ＧＴＫ

16 吉田 優樹 白根御勅使中

19 佐野 航大 東中

18

20 高山 大志 甲陵中

21 飯塚 遥登 白根御勅使中

真翔 青葉

23 杉山 涼太 学院中

甲陵中

22 高野

24 大池 輝 玉穂中

玉穂中

26 高橋 大空 エスト

25

28 藤巻 祐一 東中

27 高橋 獅

29 渡辺 健太 白根御勅使中

31

30 小林 蓮 上条中

32 三輪 歩夢 城南中

Bye　

Bye　

Bye　

雨宮 大空


