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(3) 試合番号（A1) (0)
東大阪柏原(36)佐藤 烈/松浦 拓巳 2 21 21 -D1- 13 11 0 山本 歩/薗田 諒人 敬愛学園(15)

東大阪柏原(36)山中 大峰/春日井 一生 2 21 21 -D2- 10 17 0 志鎌 雅也/末廣 和己 敬愛学園(15)

東大阪柏原(36)高橋 慶 2 21 21 -S1- 9 8 0 山本 イオリ 敬愛学園(15)

東大阪柏原(36)中村 友哉 -S2- 山本 歩 敬愛学園(15)

東大阪柏原(36)佐藤 烈 -S3- 末廣 和己 敬愛学園(15)

(3) 試合番号（A2) (1)
瓊浦(44)丸山 春樹/芦塚 貴一郎 2 21 21 -D1- 13 18 0 山本 歩/薗田 諒人 敬愛学園(15)

瓊浦(44)高尾 修平/山下 拓未 0 15 16 -D2- 21 21 2 志鎌 雅也/末廣 和己 敬愛学園(15)

瓊浦(44)松林 雄太 2 13 21 21 -S1- 21 5 12 1 鈴木 裕介 敬愛学園(15)

瓊浦(44)長野 恭大 2 21 10 21 -S2- 19 21 19 1 山本 歩 敬愛学園(15)

瓊浦(44)芦塚 貴一郎 -S3- 末廣 和己 敬愛学園(15)

(3) 試合番号（A3) (0)
東大阪柏原(36)佐藤 烈/松浦 拓巳 2 21 21 -D1- 8 6 0 丸山 春樹/芦塚 貴一郎 瓊浦(44)

東大阪柏原(36)高橋 慶/高尾 直佑樹 2 21 21 -D2- 13 17 0 高尾 修平/山下 拓未 瓊浦(44)

東大阪柏原(36)中村 友哉 2 21 21 -S1- 17 9 0 松林 雄太 瓊浦(44)

東大阪柏原(36)松浦 拓巳 -S2- 長野 恭大 瓊浦(44)

東大阪柏原(36)佐藤 烈 -S3- 芦塚 貴一郎 瓊浦(44)

(3) 試合番号（B4) (0)
淑徳巣鴨(20)大久保 達也/下関 元 2 21 21 -D1- 19 14 0 杉本 大河/大谷 真史 北海(5)

淑徳巣鴨(20)名葉 寛登/板東 拓哉 2 19 21 21 -D2- 21 17 9 1 横田 大季/石塚 凌大 北海(5)

淑徳巣鴨(20)牛川 雄太 2 21 21 -S1- 18 19 0 浅野 翔理 北海(5)

淑徳巣鴨(20)工藤 達也 -S2- 坂口 健斗 北海(5)

淑徳巣鴨(20)下関 元 -S3- 杉本 大河 北海(5)

(3) 試合番号（B5) (1)
新田(40)田中 大祐/西野 勝志 2 21 21 -D1- 13 12 0 杉本 大河/大谷 真史 北海(5)

新田(40)竹中 裕哉/平塚 紫央 1 21 18 15 -D2- 16 21 21 2 横田 大季/石塚 凌大 北海(5)

新田(40)中川 正麻 2 21 21 -S1- 9 8 0 浅野 翔理 北海(5)

新田(40)西野 勝志 2 21 21 -S2- 10 16 0 坂口 健斗 北海(5)

新田(40)田中 大祐 -S3- 杉本 大河 北海(5)

(3) 試合番号（B6) (0)
新田(40)田中 大祐/西野 勝志 2 21 21 -D1- 12 11 0 大久保 達也/下関 元 淑徳巣鴨(20)

新田(40)山本 拓磨/竹中 裕哉 2 22 21 -D2- 20 19 0 牛川 雄太/板東 拓哉 淑徳巣鴨(20)

新田(40)中川 正麻 2 21 21 -S1- 6 6 0 中山 康輝 淑徳巣鴨(20)

新田(40)西野 勝志 -S2- 牛川 雄太 淑徳巣鴨(20)

新田(40)田中 大祐 -S3- 下関 元 淑徳巣鴨(20)

(3) 試合番号（C7) (0)
横浜(22)高橋 優宜/根本 大輝 2 21 21 -D1- 18 16 0 千葉 一孝/米村 拓 東奥学園(6)

横浜(22)石井 宏昌/横田 康輝 2 21 21 -D2- 15 15 0 村上 正人/福士 賢治 東奥学園(6)

横浜(22)樽 魁斗 2 16 21 21 -S1- 21 12 15 1 宮城 吏応 東奥学園(6)

横浜(22)石井 宏昌 -S2- 本間 稜人 東奥学園(6)

横浜(22)橋本 友季也 -S3- 三上 楓 東奥学園(6)

新田 北海

新田 淑徳巣鴨

横浜 東奥学園

東大阪大学柏原 敬愛学園

敬愛学園瓊浦

東大阪大学柏原 瓊浦

淑徳巣鴨 北海



2 男子学校対抗 2014/8/27

(3) 試合番号（C8) (1)
横浜(22)高橋 優宜/根本 大輝 0 19 20 -D1- 21 22 2 中嶋 遼/山中 陽向 奈良大附属(38)

横浜(22)石井 宏昌/横田 康輝 2 21 21 -D2- 17 19 0 東田 直輝/佐藤 昌哉 奈良大附属(38)

横浜(22)樽 魁斗 2 21 21 -S1- 19 14 0 東 恒太 奈良大附属(38)

横浜(22)石井 宏昌 2 21 17 21 -S2- 18 21 19 1 早川 晟河 奈良大附属(38)

横浜(22)橋本 友季也 -S3- 佐藤 昌哉 奈良大附属(38)

(3) 試合番号（C9) (0)
東奥学園(6)相馬 匠/三上 楓 2 21 21 -D1- 15 14 0 中嶋 遼/山中 陽向 奈良大附属(38)

東奥学園(6)本間 稜人/千葉 一孝 2 21 21 -D2- 8 9 0 東 恒太/花田 啓太 奈良大附属(38)

東奥学園(6)村上 正人 2 21 21 -S1- 18 12 0 佐藤 昌哉 奈良大附属(38)

東奥学園(6)本間 稜人 -S2- 河原 崚平 奈良大附属(38)

東奥学園(6)三上 楓 -S3- 東 恒太 奈良大附属(38)

(3) 試合番号（D10) (0)
名経大市邨(29)石塚 凌大/鈴木 康宏 2 21 21 -D1- 18 16 0 土平 孟/堂本 侑也 金沢学院東(26)

名経大市邨(29)安藤 大地/城川 航輝 2 21 21 -D2- 15 16 0 佐分 圭佑/髙田 史斗 金沢学院東(26)

名経大市邨(29)島津 皓一 2 21 21 -S1- 8 19 0 金井 優真 金沢学院東(26)

名経大市邨(29)鈴木 康宏 -S2- 土平 孟 金沢学院東(26)

名経大市邨(29)安藤 大地 -S3- 堂本 侑也 金沢学院東(26)

(3) 試合番号（D11) (1)
作新学院(11)落合 庸亮/江連 亮太 0 2 15 -D1- 21 21 2 土平 孟/堂本 侑也 金沢学院東(26)

作新学院(11)寺田 真也/村井 翔 2 21 21 -D2- 15 19 0 佐分 圭佑/髙田 史斗 金沢学院東(26)

作新学院(11)若林 由孝 2 21 21 -S1- 8 11 0 金井 優真 金沢学院東(26)

作新学院(11)寺田 真也 2 21 21 -S2- 11 13 0 堂本 侑也 金沢学院東(26)

作新学院(11)村井 翔 -S3- 土平 孟 金沢学院東(26)

(3) 試合番号（D12) (0)
名経大市邨(29)石塚 凌大/鈴木 康宏 2 21 21 -D1- 5 8 0 落合 庸亮/江連 亮太 作新学院(11)

名経大市邨(29)安藤 大地/城川 航輝 2 14 21 21 -D2- 21 16 16 1 寺田 真也/村井 翔 作新学院(11)

名経大市邨(29)島津 皓一 2 21 19 21 -S1- 15 21 12 1 若林 由孝 作新学院(11)

名経大市邨(29)安藤 大地 -S2- 寺田 真也 作新学院(11)

名経大市邨(29)石塚 凌大 -S3- 村井 翔 作新学院(11)

(3) 試合番号（E13) (1)
神戸村野工(37)金田 泰輝/堀田 一輝 2 21 21 -D1- 17 16 0 佐藤 透/森田 純 千葉敬愛(17)

神戸村野工(37)武本 颯/唐津 駿 2 21 18 21 -D2- 18 21 16 1 久保田 雄貴/細谷 昻良 千葉敬愛(17)

神戸村野工(37)戸内 佑亮 0 16 19 -S1- 21 21 2 若月 涼太 千葉敬愛(17)

神戸村野工(37)唐津 駿 2 21 21 -S2- 10 15 0 須藤 光 千葉敬愛(17)

神戸村野工(37)金田 泰輝 -S3- 久保田 雄貴 千葉敬愛(17)

(3) 試合番号（E14) (2)
皇學館(31)笹渕 康孝/吉田 悠希 1 21 22 16 -D1- 18 24 21 2 久保田 雄貴/細谷 昻良 千葉敬愛(17)

皇學館(31)大西 雄大/立岡 夏依 2 21 21 -D2- 9 16 0 佐藤 透/森田 純 千葉敬愛(17)

皇學館(31)瀨戸 優希 1 21 16 14 -S1- 18 21 21 2 須藤 光 千葉敬愛(17)

皇學館(31)笹渕 康孝 2 21 21 -S2- 9 18 0 若月 涼太 千葉敬愛(17)

皇學館(31)藤浪 永吉 2 21 21 -S3- 16 14 0 久保田 雄貴 千葉敬愛(17)

神戸村野工業 千葉敬愛

横浜 奈良大学附属

東奥学園 奈良大学附属

名古屋経済大学市邨 金沢学院東

名古屋経済大学市邨 作新学院

皇學館 千葉敬愛

金沢学院東作新学院
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(3) 試合番号（E15) (0)
神戸村野工(37)金田 泰輝/堀田 一輝 2 22 21 21 -D1- 24 16 5 1 笹渕 康孝/吉田 悠希 皇學館(31)

神戸村野工(37)武本 颯/唐津 駿 2 21 21 -D2- 18 10 0 大西 雄大/立岡 夏依 皇學館(31)

神戸村野工(37)戸内 佑亮 2 21 21 -S1- 13 8 0 瀨戸 優希 皇學館(31)

神戸村野工(37)唐津 駿 -S2- 笹渕 康孝 皇學館(31)

神戸村野工(37)金田 泰輝 -S3- 大西 雄大 皇學館(31)

(3) 試合番号（F16) (0)
常総学院(10)高久 友也/武藤 響 2 21 22 23 -D1- 18 24 21 1 大沼 琢弥/鈴木 将也 山本学園(8)

常総学院(10)阿部 つかさ/木内 崇人 2 21 21 -D2- 11 10 0 遠藤 裕二/大島 千聖 山本学園(8)

常総学院(10)佐久間 亮輔 2 21 21 -S1- 12 15 0 志田 圭司 山本学園(8)

常総学院(10)岡田 幸樹 -S2- 大沼 琢弥 山本学園(8)

常総学院(10)武藤 響 -S3- 大島 千聖 山本学園(8)

(3) 試合番号（F17) (0)
自由ケ丘(43)城間 大地/吉岡 将汰 2 21 21 -D1- 16 17 0 大沼 琢弥/鈴木 将也 山本学園(8)

自由ケ丘(43)河﨑 翔馬/瀧本 凌太郎 2 21 14 21 -D2- 10 21 12 1 志田 圭司/鈴木 遊 山本学園(8)

自由ケ丘(43)河野 敦紘 2 21 21 -S1- 13 19 0 大島 千聖 山本学園(8)

自由ケ丘(43)佐藤 優希 -S2- 遠藤 裕二 山本学園(8)

自由ケ丘(43)柳 秀俊 -S3- 大沼 琢弥 山本学園(8)

(3) 試合番号（F18) (1)
常総学院(10)岡田 幸樹/佐久間 亮輔 2 21 21 -D1- 17 13 0 城間 大地/吉岡 将汰 自由ケ丘(43)

常総学院(10)高久 友也/武藤 響 2 21 21 -D2- 14 13 0 河﨑 翔馬/瀧本 凌太郎 自由ケ丘(43)

常総学院(10)阿部 つかさ 0 13 13 -S1- 21 21 2 佐藤 優希 自由ケ丘(43)

常総学院(10)岡田 幸樹 2 25 21 -S2- 23 16 0 河野 敦紘 自由ケ丘(43)

常総学院(10)佐久間 亮輔 -S3- 柳 秀俊 自由ケ丘(43)

(3) 試合番号（G19) (1)
関東第一(18)岩元 ミライ/喜屋武 裕介 2 19 21 21 -D1- 21 11 13 1 古澤 康平/小林 悠人 日本文理(23)

関東第一(18)絵面 雄司/植森 潤 2 21 18 21 -D2- 18 21 17 1 大倉 凌/小武 樹 日本文理(23)

関東第一(18)田代 瑚 1 21 22 10 -S1- 10 24 21 2 大那 慎 日本文理(23)

関東第一(18)絵面 雄司 2 21 12 21 -S2- 16 21 14 1 小林 悠人 日本文理(23)

関東第一(18)中山 颯斗 -S3- 大倉 凌 日本文理(23)

(3) 試合番号（G20) (0)
岡崎城西(28)北村 颯悟/間瀬 幸之介 2 21 21 -D1- 9 17 0 古澤 康平/小林 悠人 日本文理(23)

岡崎城西(28)野中 隆太郎/安藤 遼大 2 21 21 -D2- 18 18 0 大倉 凌/小武 樹 日本文理(23)

岡崎城西(28)上田 琢真 2 21 21 -S1- 15 6 0 大那 慎 日本文理(23)

岡崎城西(28)野中 隆太郎 -S2- 小林 悠人 日本文理(23)

岡崎城西(28)間瀬 幸之介 -S3- 大倉 凌 日本文理(23)

(3) 試合番号（G21) (2)
岡崎城西(28)上田 琢真/久湊 一希 0 16 18 -D1- 21 21 2 岩元 ミライ/喜屋武 裕介 関東第一(18)

岡崎城西(28)北村 颯悟/間瀬 幸之介 2 21 21 -D2- 9 10 0 植森 潤/田代 颯 関東第一(18)

岡崎城西(28)野中 隆太郎 2 21 21 -S1- 10 19 0 中山 颯斗 関東第一(18)

岡崎城西(28)北村 颯悟 1 15 23 28 -S2- 21 21 30 2 絵面 雄司 関東第一(18)

岡崎城西(28)間瀬 幸之介 2 21 21 -S3- 15 7 0 田代 瑚 関東第一(18)

岡崎城西 日本文理

岡崎城西 関東第一

常総学院 山本学園

神戸村野工業 皇學館

常総学院 自由ケ丘

自由ケ丘 山本学園

関東第一 日本文理
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(3) 試合番号（H22) (0)
札幌第一(3)二谷 優吾/能戸 孔太郎 2 21 21 -D1- 7 10 0 中村 道也/内田 智貴 川越東(12)

札幌第一(3)日詰 晴輝/内田 成哉 2 21 21 -D2- 8 15 0 中島 拓哉/伊丹 瑛登 川越東(12)

札幌第一(3)館 賢太 2 21 21 -S1- 7 9 0 岩曽 航 川越東(12)

札幌第一(3)前田 悠真 -S2- 内田 智貴 川越東(12)

札幌第一(3)二谷 優吾 -S3- 中村 道也 川越東(12)

(3) 試合番号（H23) (1)
倉敷翠松(39)岡 稔真/姜 現錫 2 21 21 -D1- 7 9 0 鹿山 恵輔/岩曽 航 川越東(12)

倉敷翠松(39)河野 宏孝/藤原 司沙 1 16 21 16 -D2- 21 12 21 2 中村 道也/内田 智貴 川越東(12)

倉敷翠松(39)長谷川 隼也 2 21 21 -S1- 6 18 0 中島 拓哉 川越東(12)

倉敷翠松(39)岡 稔真 2 21 21 -S2- 19 13 0 内田 智貴 川越東(12)

倉敷翠松(39)姜 現錫 -S3- 中村 道也 川越東(12)

(3) 試合番号（H24) (0)
札幌第一(3)二谷 優吾/能戸 孔太郎 2 23 26 -D1- 21 24 0 岡 稔真/姜 現錫 倉敷翠松(39)

札幌第一(3)日詰 晴輝/館 賢太 2 21 21 -D2- 16 11 0 河野 宏孝/藤原 司沙 倉敷翠松(39)

札幌第一(3)内田 成哉 2 21 21 -S1- 13 7 0 長谷川 隼也 倉敷翠松(39)

札幌第一(3)前田 悠真 -S2- 岡 稔真 倉敷翠松(39)

札幌第一(3)能戸 孔太郎 -S3- 姜 現錫 倉敷翠松(39)

(3) 試合番号（I25) (0)
聖ウルスラ(7)野村 拓海/浅原 大輔 2 21 21 -D1- 5 6 0 佐々木 敬祐/石井 瑠輝 山梨県選抜(48)

聖ウルスラ(7)丸山 優斗/韮澤 智樹 2 21 21 -D2- 2 3 0 辻 祥実/小林 智哉 山梨県選抜(48)

聖ウルスラ(7)海老澤 年幾 2 21 21 -S1- 7 3 0 森 椋太郎 山梨県選抜(48)

聖ウルスラ(7)丸山 優斗 -S2- 武井 太希 山梨県選抜(48)

聖ウルスラ(7)野村 拓海 -S3- 井上 大 山梨県選抜(48)

(3) 試合番号（I26) (0)
札幌北斗(4)廣橋 諒人/清水 吏 2 21 21 -D1- 12 7 0 武井 太希/森 椋太郎 山梨県選抜(48)

札幌北斗(4)山内 脩平/二階堂 秀哉 2 21 21 -D2- 11 16 0 辻 祥実/小林 智哉 山梨県選抜(48)

札幌北斗(4)浦田 晧平 2 22 21 -S1- 20 11 0 佐々木 敬祐 山梨県選抜(48)

札幌北斗(4)廣橋 諒人 -S2- 石井 瑠輝 山梨県選抜(48)

札幌北斗(4)清水 吏 -S3- 籏野 峻 山梨県選抜(48)

(3) 試合番号（I27) (0)
聖ウルスラ(7)野村 拓海/浅原 大輔 2 21 21 -D1- 10 18 0 廣橋 諒人/清水 吏 札幌北斗(4)

聖ウルスラ(7)丸山 優斗/韮澤 智樹 2 21 21 -D2- 13 9 0 山内 脩平/寺島 壮太 札幌北斗(4)

聖ウルスラ(7)鈴木 朋弥 2 21 21 -S1- 19 14 0 浦田 晧平 札幌北斗(4)

聖ウルスラ(7)丸山 優斗 -S2- 廣橋 諒人 札幌北斗(4)

聖ウルスラ(7)野村 拓海 -S3- 清水 吏 札幌北斗(4)

(3) 試合番号（J28) (0)
小松原(13)後藤 亮貴/田村 幸大 2 21 21 -D1- 11 8 0 井本 慎也/白数 享永 彦根総合(33)

小松原(13)渡邊 栄睦/登 潤哉 2 21 15 21 -D2- 15 21 17 1 寺嶋 健太朗/片山 佑亮 彦根総合(33)

小松原(13)福田 冬弥 2 21 21 -S1- 13 9 0 羽方 剛志 彦根総合(33)

小松原(13)横山 準星 -S2- 井本 慎也 彦根総合(33)

小松原(13)後藤 亮貴 -S3- 寺嶋 健太朗 彦根総合(33)

小松原 彦根総合

聖ウルスラ学院英智 札幌北斗

札幌第一 川越東

札幌北斗 山梨県選抜

聖ウルスラ学院英智 山梨県選抜

札幌第一 倉敷翠松

倉敷翠松 川越東
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(3) 試合番号（J29) (2)
日章学園(45)春成 星哉/森園 周冬 2 21 21 -D1- 6 0 0 白数 享永/羽方 剛志 彦根総合(33)

日章学園(45)横田 凌/佐藤 遼一 0 11 11 -D2- 21 21 2 寺嶋 健太朗/片山 佑亮 彦根総合(33)

日章学園(45)長田 直之 1 17 21 17 -S1- 21 19 21 2 井本 慎也 彦根総合(33)

日章学園(45)森園 周冬 2 21 21 -S2- 8 7 0 寺嶋 健太朗 彦根総合(33)

日章学園(45)春成 星哉 2 21 21 -S3- 13 12 0 片山 佑亮 彦根総合(33)

(3) 試合番号（J30) (2)
日章学園(45)春成 星哉/森園 周冬 2 21 21 -D1- 16 11 0 後藤 亮貴/田村 幸大 小松原(13)

日章学園(45)杉田 陸/細山田 真也 1 19 21 16 -D2- 21 17 21 2 高橋 栄希/佐古 和樹 小松原(13)

日章学園(45)長田 直之 0 14 10 -S1- 21 21 2 福田 冬弥 小松原(13)

日章学園(45)森園 周冬 2 21 21 -S2- 15 15 0 横山 準星 小松原(13)

日章学園(45)春成 星哉 2 21 21 -S3- 11 11 0 後藤 亮貴 小松原(13)

(3) 試合番号（K31) (2)
京都両洋(34)金山 達哉/丸尾 涼太 2 14 21 21 -D1- 21 14 17 1 坂牧 大地/片桐 悠輔 旭川実業(1)

京都両洋(34)世傳 峻也/西山 徹 0 10 23 -D2- 21 25 2 遠藤 大輝/稲垣 康太 旭川実業(1)

京都両洋(34)玉田 東季 2 21 21 -S1- 10 10 0 遠藤 真彦 旭川実業(1)

京都両洋(34)世傳 峻也 1 21 17 19 -S2- 10 21 21 2 坂牧 大地 旭川実業(1)

京都両洋(34)金山 達哉 2 21 19 21 -S3- 18 21 18 1 片桐 悠輔 旭川実業(1)

(3) 試合番号（K32) (1)
甲斐清和(46)古屋 樹/輿石 悠 2 21 21 -D1- 12 16 0 玉田 東季/常石 達司 京都両洋(34)

甲斐清和(46)太田 蒼人/佐野 大輔 2 19 21 21 -D2- 21 19 11 1 金山 達哉/丸尾 涼太 京都両洋(34)

甲斐清和(46)佐野 勇介 0 20 19 -S1- 22 21 2 世傳 峻也 京都両洋(34)

甲斐清和(46)古屋 樹 2 21 21 -S2- 9 11 0 槇 海洲 京都両洋(34)

甲斐清和(46)佐野 大輔 -S3- 金山 達哉 京都両洋(34)

(3) 試合番号（K33) (2)
旭川実業(1)坂牧 大地/片桐 悠輔 0 14 16 -D1- 21 21 2 古屋 樹/輿石 悠 甲斐清和(46)

旭川実業(1)遠藤 真彦/遠藤 大輝 2 21 15 23 -D2- 16 21 21 1 太田 蒼人/佐野 大輔 甲斐清和(46)

旭川実業(1)高田 親 2 21 21 22 -S1- 9 24 19 1 高澤 壱成 甲斐清和(46)

旭川実業(1)坂牧 大地 1 22 12 19 -S2- 20 21 21 2 古屋 樹 甲斐清和(46)

旭川実業(1)片桐 悠輔 2 22 18 21 -S3- 20 21 11 1 佐野 勇介 甲斐清和(46)

(3) 試合番号（L34) (0)
高岡第一(25)吉村 徳仁/藤田 啓汰 2 23 21 -D1- 21 14 0 秋田 聖華/近藤 和輝 錦城(19)

高岡第一(25)真川 嵩平/大﨑 広裕 2 21 21 -D2- 6 4 0 斉藤 優平/辻本 龍成 錦城(19)

高岡第一(25)荒木 絢 2 21 21 -S1- 9 1 0 遠藤 大海 錦城(19)

高岡第一(25)吉村 徳仁 -S2- 秋田 聖華 錦城(19)

高岡第一(25)真川 嵩平 -S3- 斉藤 優平 錦城(19)

(3) 試合番号（L35) (1)
暁(30)山川 連/古川 築 2 21 21 -D1- 14 11 0 斉藤 優平/辻本 龍成 錦城(19)

暁(30)山口 慎人/平井 遼 1 21 14 16 -D2- 14 21 21 2 秋田 聖華/近藤 和輝 錦城(19)

暁(30) 金児 直哉 2 21 23 -S1- 10 21 0 豊田 睦 錦城(19)

暁(30) 山川 連 2 19 21 21 -S2- 21 12 8 1 斉藤 優平 錦城(19)

暁(30) 古川 築 -S3- 秋田 聖華 錦城(19)

高岡第一 錦城

旭川実業 甲斐清和

甲斐清和 京都両洋

錦城暁

小松原日章学園

日章学園 彦根総合

京都両洋 旭川実業
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(3) 試合番号（L36) (0)
高岡第一(25)吉村 徳仁/真川 嵩平 2 21 21 -D1- 12 16 0 山川 連/古川 築 暁(30)

高岡第一(25)藤田 啓汰/大﨑 広裕 2 23 21 -D2- 21 11 0 山口 慎人/中原 陵 暁(30)

高岡第一(25)荒木 絢 2 21 21 -S1- 17 16 0 金児 直哉 暁(30)

高岡第一(25)吉村 徳仁 -S2- 山川 連 暁(30)

高岡第一(25)真川 嵩平 -S3- 古川 築 暁(30)

(3) 試合番号（M37) (0)
比叡山(32)田邊 公規/向江 祐貴 2 14 21 21 -D1- 21 18 16 1 澁谷 莉西/泉野 優太 立花学園(21)

比叡山(32)清水 滉平/堀井 大智 2 21 21 -D2- 17 12 0 中村 龍一/髙梨 佳輝 立花学園(21)

比叡山(32)古屋 啓一 2 21 21 -S1- 15 6 0 新井田 凪 立花学園(21)

比叡山(32)杉本 陽太 -S2- 法林 駿 立花学園(21)

比叡山(32)藤原 圭祐 -S3- 澁谷 莉西 立花学園(21)

(3) 試合番号（M38) (1)
星陵(27)仁藤 匡裕/米山 莉句 2 21 12 21 -D1- 11 21 18 1 澁谷 莉西/泉野 優太 立花学園(21)

星陵(27)松田 蒼太/宮下 大輝 2 21 21 -D2- 15 13 0 中村 龍一/髙梨 佳輝 立花学園(21)

星陵(27)植松 敬士 0 17 14 -S1- 21 21 2 新井田 凪 立花学園(21)

星陵(27)米山 莉句 2 21 21 -S2- 17 15 0 法林 駿 立花学園(21)

星陵(27)仁藤 匡裕 -S3- 澁谷 莉西 立花学園(21)

(3) 試合番号（M39) (0)
比叡山(32)杉本 陽太/古屋 啓一 2 19 21 21 -D1- 21 17 15 1 仁藤 匡裕/米山 莉句 星陵(27)

比叡山(32)田邊 公規/向江 祐貴 2 21 13 21 -D2- 18 21 12 1 松田 蒼太/宮下 大輝 星陵(27)

比叡山(32)澤入 健梧 2 21 21 -S1- 9 8 0 植松 敬士 星陵(27)

比叡山(32)藤原 圭祐 -S2- 仁藤 匡裕 星陵(27)

比叡山(32)杉本 陽太 -S3- 米山 莉句 星陵(27)

(3) 試合番号（N40) (0)
九国大付属(42)藤田 徳将/川口 寛祐 2 21 21 -D1- 2 10 0 三井 崇/樋川 優也 東海大甲府(47)

九国大付属(42)八色 駿/鳥本 嵩人 2 21 21 -D2- 14 8 0 土屋 義貴/河野 圭杜 東海大甲府(47)

九国大付属(42)末次 幸己 2 21 21 -S1- 9 8 0 川口 優樹 東海大甲府(47)

九国大付属(42)川口 寛祐 -S2- 樋川 優也 東海大甲府(47)

九国大付属(42)藤田 徳将 -S3- 大沢 優太 東海大甲府(47)

(3) 試合番号（N41) (0)
帯広大谷(2)潟端 雅史/齋藤 孝成 2 21 21 -D1- 4 2 0 小林 亮太/伊東 宏大 東海大甲府(47)

帯広大谷(2)小林 謙一/白川 友基 2 21 21 -D2- 10 9 0 川口 優樹/大沢 優太 東海大甲府(47)

帯広大谷(2)吉田 雅弥 2 21 21 -S1- 6 12 0 樋川 優也 東海大甲府(47)

帯広大谷(2)潟端 雅史 -S2- 川口 優樹 東海大甲府(47)

帯広大谷(2)齋藤 孝成 -S3- 土屋 義貴 東海大甲府(47)

(3) 試合番号（N42) (0)
帯広大谷(2)潟端 雅史/齋藤 孝成 2 21 21 -D1- 19 17 0 藤田 徳将/川口 寛祐 九国大付属(42)

帯広大谷(2)小林 謙一/白川 友基 2 21 21 -D2- 9 14 0 八色 駿/鳥本 嵩人 九国大付属(42)

帯広大谷(2)吉田 雅弥 2 18 21 21 -S1- 21 19 19 1 末次 幸己 九国大付属(42)

帯広大谷(2)潟端 雅史 -S2- 藤田 徳将 九国大付属(42)

帯広大谷(2)齋藤 孝成 -S3- 川口 寛祐 九国大付属(42)

高岡第一 暁

九州国際大学付属 東海大学付属甲府

帯広大谷 東海大学付属甲府

星陵 立花学園

比叡山 立花学園

帯広大谷 九州国際大学付属

比叡山 星陵
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(3) 試合番号（O43) (0)
北越(24)石井 貴大/髙山 拓海 2 12 21 21 -D1- 21 13 6 1 堀田 秀斗/木村 文紀 関西福祉(35)

北越(24)小林 勇登/川崎 泰輝 2 15 21 21 -D2- 21 15 16 1 岩下 直樹/栗本 大雅 関西福祉(35)

北越(24)橋本 優 2 21 21 -S1- 8 15 0 田口 幸太 関西福祉(35)

北越(24)川崎 泰輝 -S2- 木村 文紀 関西福祉(35)

北越(24)髙山 拓海 -S3- 岩下 直樹 関西福祉(35)

(3) 試合番号（O44) (2)
関西福祉(35)岩下 直樹/田口 幸太 0 13 17 -D1- 21 21 2 伊藤 謙志/関口 哲也 西武台千葉(16)

関西福祉(35)堀田 秀斗/木村 文紀 0 16 13 -D2- 21 21 2 都築 直人/塩澤 瑠唯 西武台千葉(16)

関西福祉(35)栗本 大雅 2 21 21 -S1- 18 13 0 中村 光 西武台千葉(16)

関西福祉(35)岩下 直樹 2 21 21 -S2- 19 14 0 伊藤 謙志 西武台千葉(16)

関西福祉(35)木村 文紀 2 18 25 21 -S3- 21 23 19 1 関口 哲也 西武台千葉(16)

(3) 試合番号（O45) (0)
北越(24)石井 貴大/髙山 拓海 2 21 21 -D1- 9 11 0 伊藤 謙志/関口 哲也 西武台千葉(16)

北越(24)小林 勇登/川崎 泰輝 2 21 16 21 -D2- 10 21 19 1 都築 直人/塩澤 瑠唯 西武台千葉(16)

北越(24)橋本 優 2 21 21 -S1- 12 17 0 中村 光 西武台千葉(16)

北越(24)川崎 泰輝 -S2- 伊藤 謙志 西武台千葉(16)

北越(24)髙山 拓海 -S3- 関口 哲也 西武台千葉(16)

(3) 試合番号（P46) (0)
埼玉栄(14)大平 洸輝/柴田 一樹 2 21 21 -D1- 17 11 0 長瀧 弘大/本田 竜也 土佐(41)

埼玉栄(14)水村 秀人/小野寺 泰雅 2 21 21 -D2- 12 5 0 梅下 暢朗/大宮 陽河 土佐(41)

埼玉栄(14)仁平 澄也 2 21 21 -S1- 2 6 0 福本 圭輔 土佐(41)

埼玉栄(14)小野寺 雅之 -S2- 長瀧 弘大 土佐(41)

埼玉栄(14)岡村 洋輝 -S3- 本田 竜也 土佐(41)

(3) 試合番号（P47) (2)
帝京安積(9)石山 望/高橋 優雅 0 19 12 -D1- 21 21 2 梅下 暢朗/長瀧 弘大 土佐(41)

帝京安積(9)花見 臨/星 綾真 2 21 22 -D2- 18 20 0 大宮 陽河/本田 竜也 土佐(41)

帝京安積(9)會田 一樹 2 21 21 -S1- 4 8 0 福本 圭輔 土佐(41)

帝京安積(9)星 綾真 0 15 10 -S2- 21 21 2 長瀧 弘大 土佐(41)

帝京安積(9)花見 臨 2 21 21 -S3- 18 14 0 本田 竜也 土佐(41)

(3) 試合番号（P48) (0)
埼玉栄(14)小野寺 泰雅/水村 秀人 2 21 21 -D1- 9 5 0 高橋 優雅/石山 望 帝京安積(9)

埼玉栄(14)柴田 一樹/岡本 優幹 2 21 21 -D2- 11 5 0 花見 臨/星 綾真 帝京安積(9)

埼玉栄(14)大平 洸輝 2 21 21 -S1- 7 11 0 會田 一樹 帝京安積(9)

埼玉栄(14)小野寺 雅之 -S2- 星 綾真 帝京安積(9)

埼玉栄(14)仁平 澄也 -S3- 花見 臨 帝京安積(9)

埼玉栄 土佐

北越 西武台千葉

関西福祉科学大学 西武台千葉

北越 関西福祉科学大学

帝京安積

埼玉栄

土佐

帝京安積


