
男子シングルス（１）

板山　裕昌

日本航空 2-1

輿水　諒大 窪田　奨悟 弘中　玲央 0

韮崎 韮崎工業 農林 1-1

久保田　光貴 奥田　直城 秋山　太志 0 3-1

甲斐清和 山梨学院 甲府工業

小高　悠 村田　梨空斗 小野　恭

都留 山梨 甲府昭和 2-2

今村　仁知翔 白須　温翔 髙橋　昇一朗 0

甲府南 富士河口湖 巨摩 0 4-1

髙石　優輝 山村　誠直 雨宮　礼大 0

韮崎工業 甲斐清和 甲府南 2-3 1

渡邊　大城 古屋　杏馬 長田　和真 0

富士北稜 都留興譲館 東海大甲府 1-2

白倉　大地 奥脇　遼太 中村　　吏希

韮崎 吉田 日川 3-2

小林　純哉 舟久保　瞭乃介 幡島　幹太 0

日大明誠 吉田 山梨学院 1-3

山口　斗真 村岡　宏晃 名取　凌佑

都留興譲館 都留 甲府商業 0 2-4

井上　晴陽 渡辺　未来 西宮　琉輝

塩山 巨摩 甲府東 0 5-1

岡村　拓馬 㓛刀　友貴 正木　幹彦

韮崎 甲府昭和 駿台甲府 2-5 1

井上　優祐 小山田　幸人 岸本　拓也 功刀　星秀 2

都留 富士北稜 山梨学院 甲府南 1-4

横内　零士 幸地　えいきち 坂本　祐太郎 0

巨摩 増穂商業 吉田 3-3 0

渡邊　建祥 福西　蒼平 井口　智貴 0

塩山 北杜 日大明誠 1-5

横山　吉継 萩原　諒 渡邉　龍弥

甲府工業 甲府西 都留興譲館 2-6

吉良　聖矢 末武　輝己 下西　　翔馬

笛吹 甲府第一 日川 1 4-2

大西　輝 朝倉　俊介 前川　悟空 0 0

都留興譲館 甲府南 山梨 2-7 0

清水　唯生 金丸　武蔵 正木　拓夢 0

甲府昭和 山梨学院 甲斐清和 1-6

白須　雅人 小俣　洋貴 廣瀬　洸

吉田 都留 東海大甲府 3-4

河野　尚志 小西　健翔 山口　愛留

甲府東 日大明誠 韮崎工業 1-7 0

矢﨑　達也 清水　亮宏 上田　ケンジ

日川 甲陵 農林 0 2-8

志村　倫也

甲府工業
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男子シングルス（２）

田邊　拓人

日本航空 2-9

萩原　広幸 青柳　侑也 清水　利志

韮崎工業 塩山 山梨学院 1-8

森原　史廣 森澤　大輔 小林　嵩明 0

笛吹 甲斐清和 韮崎 0 3-5

渡辺　右京 小田切　嵐 金丸　透空

吉田 甲府昭和 農林 1-9

熊王　伊吹 古屋　圭梧 小野　有人

甲府西 日川 都留興譲館 0 2-10

芹田　昌輝 横山　光 小林　翔 0

韮崎工業 甲府第一 駿台甲府 0 4-3

宮下　侑大 永井　陸登 平井　洵也

富士河口湖 日大明誠 東海大甲府 2-11 2

小林　桂月 久保寺　海斗 加々美　　圭輔 1

韮崎 山梨学院 塩山 1-10

山口　桜生 上野　博 小澤　大輝 2

富士北稜 甲府南 巨摩 3-6

本田　悠透 須田　勝希 渡邉　龍之介 2

甲陵 ろう学校 吉田 1-11 0

秋山　大介 鈴木　智也 小谷　直希

日川 都留興譲館 甲府東 2 2-12

小林　勝博 松橋　康太郎 藤原　龍輝

甲府工業 山梨学院 都留 5-2

西海　力愛 後藤　雄紀 池谷　太智 2

甲府商業 甲府南 東海大甲府 2-13 0

原　奏太 平井　則成 戸原　光貴 0

山梨学院 都留 塩山 1-12

唐沢　誠也 前田　湖南 雨宮　大希

甲府工業 都留興譲館 山梨 3-7 2

永田　廉 山下　裕典 馬場　稜大

日大明誠 甲府昭和 日本航空 1-13

鈴木　周典 大川　春哉 内田　康平

甲府西 北杜 甲府第一 0 2-14

楠間　健生 内堀　友哉 三枝　柳輝

甲斐清和 巨摩 吉田 0 4-4

小林　駿太 藤巻　亮太 小澤　鳳輝 0 1

山梨学院 駿台甲府 韮崎工業 2-15 0

三森　唯来 雨宮　佑磨 天野　快飛

笛吹 日川 富士北稜

池田　倫太郎 小川　覚士 小林　歩夢 2 3-8

富士河口湖 巨摩 日大明誠 1-14 0

赤羽　祥 武藤　中 奥脇　海斗

農林 甲府南 都留 2-16

卯月　梨央

甲府工業
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男子シングルス（３）

前田　祐生

甲府工業 2-17

大喜　理風 金子　太郎 堀内　翼 2

甲府南 吉田 富士河口湖 1-15

川端　優太 市村　真羽 中嶌　峻也 0 3-9

甲斐清和 日大明誠 甲府東

後藤　翼 萩原　翔輝 保坂　謙仁郎 1

塩山 巨摩 山梨学院 2-18

河西　大智 中嶋　悠太 鈴木　雄翔 0

甲陵 韮崎 山梨 4-5

星野　琉弥 青柳　拓巳 佐野　澪央

都留興譲館 甲府南 甲府商業 2-19

市川　大輝 種田　竜聖 臼井　樹希 0

東海大甲府 巨摩 都留 1-16

石井　詩也 根津　郁未 荻野　日登 0

都留興譲館 甲府工業 駿台甲府 3-10

小宮山　孝太 小林　祐介 三井　渓一郎 0

甲府昭和 都留 山梨学院 1-17

原田　　恭佑 瀧口　藍丸 ジョセ　アンジェル

日川 吉田 甲斐清和 0 2-20

石原　暉留 石井　涼太 中野　朝陽 0

韮崎工業 富士北稜 甲府第一 1 5-3

久住　柊也 鈴木　透眞 池田　雄飛

韮崎工業 農林 日大明誠 2-21

中村　幸多郎 伊東　眞宗 向井　洸稀

吉田 山梨学院 韮崎 1-18

小林　航太朗 戸栗　稜介 武田　雄太 1

北杜 巨摩 都留興譲館 0 3-11 0

藤原　空 増澤　玄暉 新名　勇介

塩山 山梨学院 都留 1-19

齋藤　健太 井上　光琉 竹川　　夢叶

甲斐清和 吉田 日川 0 2-22

坂本　結音 山内　光 西室　星凪 2

笛吹 富士北稜 甲府工業 1 4-6

植松　朋也 築野　慎治 梶原　大聖 0 1

甲府昭和 甲府南 甲府西 2-23 0

小澤　拓 芦澤　優希 石塚　祐多 1

山梨学院 都留 甲府第一 1-20

今原　光輝 中山　裕貴 比嘉　ハファエル

都留興譲館 駿台甲府 増穂商業 3-12

市川　琉英 大場　琉偉 内藤　　康平 0

日大明誠 甲府東 日川 1-21 0

原　尚瑚 柄澤　歩夢 仲村　隼

韮崎 韮崎工業 東海大甲府 2-24

宮崎　渚

日本航空
69

66

67

64

65

62

63

68

57

54

55

60

61

58

59

52

53

50

51

56

48

49

47



男子シングルス（４）

小松　啓也

日本航空 2-25

青柳　希 安部　楽人 堀内　一叶

塩山 韮崎工業 駿台甲府 1-22

森澤　淳莉 大塚　芳主 神坐　　篤人 0

甲府工業 甲府西 日川 2 3-13

名取　巧真 武田　稜平 渡邊　善 0

都留 都留興譲館 富士北稜 1-23

宇治　陽介　 原田　環 勝俣　翔太

吉田 甲府南 都留 2-26

川田　空 渡邊　学史 岩波　侑希 0

甲斐清和 農林 山梨学院 0 4-7

小見山　翔 中山　悠生 小久保　樹

甲府工業 甲府第一 日大明誠 2-27

倉澤　聖太 遠藤　伸之輔 土屋　孝介 1

吉田 甲陵 東海大甲府 1-24

芳賀　郁弥 遠山　悠斗 加々美　楓矢 0

塩山 富士北稜 韮崎工業 3-14

佐藤　俊輔 幡野　雄士 清水　康陽 0

韮崎 笛吹 山梨学院 1-25 2

氏原　大智 伏見　瑠河 杉本　逸斗

巨摩 北杜 都留興譲館 0 2-28

堀内　琉斗 朱　芷強 門脇　勇太 2

富士河口湖 甲府南 甲府昭和 5-4

雨宮　晃亮 河西　健 川上　英寿

農林 甲斐清和 甲府昭和 2-29 0

河野　晋太郎 清水　理夢 清水　拓海

甲府第一 都留 山梨学院 1-26

山田　祐輝 小沢　政雪 渡辺　一也 0

笛吹 日川 吉田 0 3-15 1

濱谷　青立 雨宮　大翔 金津　良太

日本航空 甲斐清和 日大明誠 1-27

小瀧　一申 大西　静真 森本　竜矢

甲府南 都留興譲館 韮崎工業 0 2-30

清水　憲声 守岡　響希 野沢　聖

富士北稜 山梨 甲府西 0 4-8

胡桃　甫 有泉　結生 山内　俊人 0 1

甲陵 増穂商業 山梨学院 2-31 0

佐藤　瑠飛 片倉　光海 岡井　彰吾

都留興譲館 甲府東 甲府昭和

奥山　佳祐 雨宮　綾大 上田　夏輝 3-16

日川 塩山 駿台甲府 1-28 0

相澤　太陽 小池　祐輝 望月　悠斗

吉田 韮崎 巨摩 0 2-32

後藤　柊磨

甲府工業
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女子シングルス（１）

沼野　有希

日本航空 2-1

村田　　七美 前田　諒子 遠山　美月 0

日川 都留 都留興譲館 1-1

藤原　青葉 丹沢　恵菜 帯津　さやか 0 3-1

山梨 甲府西 甲府昭和

横山　千紘 圡屋　こころ 内藤　香乃

駿台甲府 甲府城西 富士北稜 2-2

新井　彩花 中村　温 尾﨑　由佳 0

日大明誠 富士河口湖 甲府商業 1 4-1

樫山　美桜 岩間　流奈 小島　美春

甲府西 山梨 塩山 2-3 1

森　真友香 阿部　　彩夏 小俣　結夢 1

甲斐清和 日川 都留 1-2

保坂　鈴子 水口　愛子 佐藤　亜美 0

農林 甲府東 甲府南 3-2

吉原　涼夏 保坂　優衣 長田　穏空 1

山梨 北杜 吉田 1-3 1

植松　和実 細田　桃加 小林　愛奈

甲府昭和 甲府第一 ろう学校 1 2-4

品村　碧美

日本航空 5-1

野々口　愛花

日本航空 2-5

八巻　千璃 阿部　帆華 野澤　彩里

駿台甲府 農林 甲府商業 1-4

中込　ゆり子 尾崎　永奈 町田　渚 0

甲府東 甲陵 山梨 1 3-3 0

山﨑　涼 金丸　香凛 沖松　直歩

日川 甲府第一 富士北稜 1-5 0

高見澤　芽生 飯島　美桜 清水　花音

甲府南 甲府西 増穂商業 0 2-6

雨宮　和音 市井　姫菜 勝俣　笑里 1

都留 塩山 富士河口湖 4-2

関田　陽和 安藤　優那 長沼　凜 0 0

甲府第一 笛吹 甲斐清和 2-7 0

加藤　　はるか 時田　玲 山辺　真夕

日川 甲府西 北杜 1-6

東條　かれん 荻原　潤菜 穴井　咲耶

甲府昭和 山梨 巨摩 0 3-4

長谷川　空 白井　美優 阿部　　萌夏

甲府商業 富士北稜 日川 1-7 0

長谷部　瑞葉 土井　涼樺 藤原　朱里

山梨学院 塩山 甲府南 0 2-8

平野　世和

甲府西
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女子シングルス（２）

小林　明日香

日本航空 2-9

國友　麻衣 熊谷　貴湖 沢登　香里

駿台甲府 甲府城西 甲府西 1-8

藤原　若葉 植松　万里子 村松　紗羽 0

山梨 甲陵 甲府昭和 0 3-5

若月　美月 梶原　　実優 田中　美奈

甲府第一 日川 塩山 1-9

加々美　響 渡邉　凜 小俣　美玲

吉田 富士北稜 都留 1 2-10

小池　寿里 渡邉　真衣 柿澤　沙羅 0

韮崎工業 日大明誠 北杜 1 4-3 0

児浦　美空 原　采那 保坂　凛

塩山 日本航空 甲府昭和 2-11 2

松田　里彩 小池　舞穂 石澤　麻衣

甲府第一 山梨 甲府商業 1-10

浅川　陽菜 渡邉　香織 落合　きらら 0

都留 甲斐清和 甲府南 1 3-6

白井　愛美 萩原　夢翔 小松　亜沙美 0

富士河口湖 巨摩 甲府東 1-11 0

牛山　紗穂 市川　　明佳 山内　優菜

増穂商業 日川 農林 0 2-12

松澤　優唯

甲府西 5-2

天野　安依美

甲府西 2-13

土屋　　美欧 長沼　香奈依 大村　ゆり

日川 山梨学院 塩山 1-12

四條　愛梨 長田　千聖 宮城　凜々子 1

吉田 甲府南 富士北稜 1 3-7 0

藤原　桃香 内池　和花 望月　真白

日川 巨摩 農林 1-13 0

手塚　琉月 水上　栞 渡邊　真子

山梨 東海大甲府 都留 2 2-14

鈴木　真理 土橋　十永美 石原　宙侑 1

日本航空 甲府東 甲府第一 4-4

小林　優希 小池　美月 権田　　日菜 0

増穂商業 北杜 甲府城西 2-15 0

橘田　侑奈 雨宮　七海 髙橋　　優香

甲府西 甲府商業 日川 1-14

村松　万桜 高井　杏奈 濱　希風

甲府昭和 駿台甲府 甲陵 0 3-8

渡辺　真日呂 小林　真悠 山本　真里亜 0

都留 甲府第一 富士河口湖 1-15 1

水越　楓 佐久間　楓 小河内　結加

富士北稜 山梨 甲府南 2-16

崔　叶灵

日本航空
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