
【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫
　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕
1-① 鈴木 拓海 きさらづアウルＴＣ

(1) 鈴木 拓海
5-② 岩本 康佑 ファーイーストＪｒ．TＡ 41,42

2-① 国見 亘 荏原ＳＳＣ 国見 亘
(3) 国見 亘 40,24,40

4-② 榎本 広夢 きさらづアウルＴＣ 40,41
国見 亘

3-① 池田 悠人 きさらづアウルＴＣ (2) 04,54(5),53

国見 亘
4-① 福島 琉汰 狛江ｲﾝﾄﾞｱＡＴＰｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ 41,41

(5) 福島 琉汰
3-② 鈴木 勝也 ファーイーストＪｒ．TＡ 40,42

(4) 木本 類
2-② 木本 類 志津ＴＣ 40,41 福島 琉汰

40,41

1-② 久松 秀勝 ＫＣＪＴＡ

(6) 久松 秀勝
5-① 丸山 駿輝 殿山ＴＧ 42.41

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

鈴木 拓海 (1) 岩本 康佑
鈴木 拓海 池田 悠人

久松 秀勝 40,45(7),40 (2) 池田 悠人 41,41

池田 悠人
(3) 榎本 広夢 41,41

池田 悠人
(4) 鈴木 勝也 41,40

鈴木 勝也
(5) 　Ｂｙｅ

丸山 駿輝
(6) 丸山 駿輝 41,42



【１２才以下　男子】 ≪ ２　日　目 ≫

〔３・４位トーナメント〕
1-③ 平田 周茲 狛江ｲﾝﾄﾞｱＡＴＰｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ

(1) ※尾高 佑樹
5-④ 尾高 佑樹 きさらづアウルＴＣ 40,40

2-③ 今井 健太郎 アポロコーストＴＣ 平田 周茲
(3) 今井 健太郎 41,40

4-④ 安田 優一郎 アポロコーストＴＣ 41,41

佐藤 優次
3-③ 佐藤 優次 アウリンＴＣ (2) 35,54(6),42

小田 悠太
4-③ 小田 悠太 有明Ｊｒ．ＴＡ 54(8),42

(5) 小田 悠太
3-④ 加藤 聖也 ジュド・ポームＴＣ 40,40

(4) 大澤 壮大
2-④ 大澤 壮大 ジュド・ポームＴＣ 54(4),41 小田 悠太

40,45(0)

1-④ 鈴木 寿弥 アポロコーストＴＣ

(6) 鈴木 寿弥
5-③ 斉藤 隆太 ジュド・ポームＴＣ 41,24,42

※ 尾高佑樹選手は、１日目欠場で２日目からの出場となりますので、試合規定により最下位順位トーナメントへの
出場となり、１試合目の勝敗に関わらず、以降はコンソレーションへと回ります。

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

佐藤 優次 (1) 尾高 佑樹
鈴木 寿弥 尾高 佑樹

鈴木 寿弥 24,41,40 (2) 　Ｂｙｅ 40,41

安田 優一郎
(3) 安田 優一郎

尾高 佑樹
(4) 加藤 聖也 41,40

加藤 聖也
(5) 　Ｂｙｅ

斉藤 隆太
(6) 斉藤 隆太 42,42



【１２才以下　女子】 ≪ ２　日　目 ≫
　　※１日目のブロック内順位により、１・２位トーナメント、３・４位トーナメントに分かれて試合を行います。
　　※１－①には１日目の第１ブロックの１位が、１－②には第１ブロックの２位が入ります。（他同様）
　　※コンソレーションは、初戦敗退者のみとなります。

〔１・２位トーナメント〕
1-① 佐野 春佳 きさらづアウルＴＣ

(2) 佐野 春佳
3-② 西原 悠華 きさらづアウルＴＣ 14,41,42

(1) 斉藤 史佳
2-① 斉藤 史佳 きさらづアウルＴＣ 41,40

佐野 春佳
2-② 齊藤 いずみ 古河あかやまＴＣ 42,42

(4) 齊藤 いずみ
1-② 関 桃香 きさらづアウルＴＣ 40,40

齊藤 いずみ
3-① 神鳥 舞 武蔵野ドームＴＳ (3) 40,40

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

斉藤 史佳 (1) 西原 悠華
斉藤 史佳 西原 悠華

神鳥 舞 41,42 (2) 　Ｂｙｅ
関 桃香

(3) 　Ｂｙｅ 54(5),41

関 桃香
(4) 関 桃香

〔３・４位トーナメント〕
1-③ 岩田 麗世 ファーイーストＪｒ．TＡ

(2) 早瀬 日菜乃
3-④ 小林 優里 ファーイーストＪｒ．TＡ 41,41

(1) 早瀬 日菜乃
2-③ 早瀬 日菜乃 ファーイーストＪｒ．TＡ WO

早瀬 日菜乃
2-④ 三瓶 栞奈 きさらづアウルＴＣ 40,40

(4) 熊谷 美吹
1-④ 熊谷 美吹 フリー 54(7),42

髙野 遥名
3-③ 髙野 遥名 有明Ｊｒ．ＴＡ (3) 41,41

※ 小林優里選手は１日目欠場のため、２日目から出場した場合には、試合規定により最下位順位トーナメントへの
出場となり、１試合目の勝敗に関わらず、以降はコンソレーションへと回ります。

＜３位決定戦＞ ＜コンソレーション＞

岩田 麗世 (1) 小林 優里
岩田 麗世 小林 優里

熊谷 美吹 40,41 (2) 　Ｂｙｅ
三瓶 栞奈

(3) 　Ｂｙｅ WO

三瓶 栞奈
(4) 三瓶 栞奈


