
◆メインドロー◆

1 篠原　秀典 日体桜友会 優　勝 荒井　裕勝 ＨＹ－ＣＬＵＢ 7
篠原 阿久津

2 谷口 諒 ヨネックスクラブ
43 41 41 42

阿久津　司 文教大学 8
谷口 阿久津

3 加藤　丈太郎 千葉大付属
40 42 40 41

山口 心 9
品川

4 岡野 竜太朗 豊南高
40 43 43 42

吉田 祐太 豊南高 10
小川 岡

5 小川 佳佑
40 42 43 41

岡 雅俊 兜和クラブ 11
緒方 品川

6 緒方　貴浩 稲門クラブ
43 04 10-3 41 40

品川　貴紀 早稲田大学 12

トーナメントレフェリー　浅川　陽介

◆クオリファイ◆

1 七澤 健太 豊南高 小川 佳佑 25
吉田 小川

2 吉田 峰日登 首都大学東京
43 41

早坂 陸 専修大付属高 26
 吉田 小川

3 小野寺 健太 橘高
40 40

小黒 祐樹 橘高 27
小野寺 小黒

4 松本 高輔 高津中
43 43

永井 翔 豊南高 28
岡 雅俊 小川 佳佑

5 垣内 月丸 橘高
40 R

椎名 悠太 29
岡 椎名

6 岡 雅俊 兜和クラブ
40 43

下田 純平 早稲田実業高 30
岡 椎名

7 加藤 涼平 豊南高
43

稲葉 燎 橘高 31
川崎 稲葉

8 川崎 滉平 東海大
43 42

岡野 真和 専修大付属高 32

9 國廣 大吾 豊南高 佐藤 慶二朗 日体桜友会 33
国廣 佐藤

10 星 圭亮 HY-CLUB
42 43

生田目 翔太 豊南高 34
岡野 吉田

11 野村 直人
42 43

吉田 祐太 豊南高 35
岡野 吉田

12 岡野 竜太朗 豊南高
42 40

長谷川 翔太 専修大付属高 36
岡野 竜太朗 吉田 祐太

13 小泉 昌利 フリー
42 41

岩崎 快星 豊南高 37
小出 岩崎

14 小出 哲也 フリー
40 43

加藤 宏樹 市川クラブ 38
沼田 岩崎

15 古田 勝一郎 橘高
42 41

田辺 拓也 橘高 39
沼田 田辺

16 沼田 哲也 兜和クラブ
43 43

川島 敏幸 40

17 矢向 夏季 橘高 小池 胡桃 豊南高 41
谷口 小池

18 谷口 諒 ヨネックスクラブ
40 40

川原 康人 橘高 42
谷口 寺田

19 岡崎 竜 市川クラブ
41 42

押川 真一 豊南高 43
岡崎 寺田

20 佐久間 大成 専修大付属高
41 40

寺田 和道 市川クラブ 44
谷口 諒 山口 心

21 遠藤 晃悠 豊南高
41 42

山口 心 45
阿部 山口

22 阿部 恵亮 フリー
41 40

柱 知香良 専修大付属高 46
長澤 山口

23 宮城 利紀 豊南高
41 42

安士 貴之 HY-CLUB 47
長澤 長友

24 長澤 恒生 兜和クラブ
43 42

長友 渉 48

トーナメントレフェリー　浅川　陽介
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