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新田 丹下  颯希  [1]

新田 薦田  直哉 丹下  颯希  [1]1

薦田  直哉

Bye 1 丹下  颯希  [1]2

松山学院 加藤  壮馬  [7] 薦田  直哉

松山学院 宮内  奨馬 加藤  壮馬  [7]
6-1 3

松南 仙波 颯太 宮内  奨馬

松南 河野 真寛 6-2 
丹下  颯希  [1]4

新田 城戸  星羽  [4] 薦田  直哉

新田 大原  璃久 古野 達己
6-1 5

松東 古野 達己 金浦 正宗

松東 金浦 正宗 6-4 
山内 渉6

大農 井上  捺志  [8] 河江 昇利

大農 梶原  宙 山内 渉
7-6(6) 7

松北 山内 渉 河江 昇利

松北 河江 昇利 7-6(6) 
丹下  颯希  [1]8

新田 小田 陸翔 薦田  直哉 1.

新田 越久田 洸大 永峰  克規  [6]
6-4 9

松南 永峰  克規  [6] 西岡  昂哉

松南 西岡  昂哉 6-0 
沖本  将生  [3]10

西条 中西 凜太朗 河野  優

西条 谷友 璃久 沖本  将生  [3]
6-2 11

新田 沖本  将生  [3] 河野  優

新田 河野  優 6-0 
沖本  将生  [3]12

松東 中野 颯亮 河野  優

松東 池口 翔太 坂本  夢希  [5]
7-6(4) 13

松西中等 坂本  夢希  [5] 成松  孝彦

松西中等 成松  孝彦 6-0 
宇田  望夢  [2] 沖本  将生  [3]14

松北 山本 悠太 石丸  琉生 河野  優 2.

松北 松田 大輝 宇田  望夢  [2]
6-2 15

新田 宇田  望夢  [2] 石丸  琉生

新田 石丸  琉生 6-2 16

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
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Bye

仙波 颯太

河野 真寛

仙波 颯太 坂本 夢希 [5]

河野 真寛 成松 孝彦

坂本  夢希  [5]
6-0 

成松  孝彦

城戸 星羽 [4] 坂本 夢希 [5]

大原 璃久 成松 孝彦

城戸  星羽  [4]
6-4 

大原  璃久

井上 捺志 [8]
6-3 

城戸 星羽 [4] 坂本  夢希  [5]

梶原 宙 大原 璃久 成松  孝彦

永峰  克規  [6]
6-2 7-6(4) 

西岡  昂哉

小田 陸翔 山内 渉

越久田 洸大 河江 昇利

中西 凜太朗

谷友 璃久

中西 凜太朗
6-1 

古野 達己 宇田 望夢 [2]

谷友 璃久 金浦 正宗 石丸 琉生 3.

古野 達己
6-4 

金浦 正宗

中野 颯亮 古野 達己

池口 翔太 金浦 正宗

中野 颯亮
6-0 

池口 翔太

山本 悠太
7-5 

加藤 壮馬 [7] 宇田  望夢  [2]

松田 大輝 宮内 奨馬 石丸  琉生

加藤  壮馬  [7]
7-5 6-2 

宮内  奨馬

宇田 望夢 [2] 坂本 夢希 [5]

石丸 琉生 成松 孝彦 4.

山内 渉

河江 昇利 山内 渉

古野 達己 河江 昇利 5.

金浦 正宗

古野 達己

金浦 正宗 6.

城戸  星羽  [4]

大原  璃久

加藤  壮馬  [7] 7.

宮内  奨馬 Not Played

仙波 颯太 8.

河野 真寛

永峰 克規 [6]

西岡 昂哉

中西 凜太朗 9.

谷友 璃久

中野 颯亮

池口 翔太 10.

11.

12.

Bye 井上  捺志  [8]

井上 捺志 [8] 梶原  宙

梶原 宙

小田 陸翔 13.

越久田 洸大

山本 悠太

松田 大輝 14.

Bye

15.

16.

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者


