
男子シングルス（1）

水口　晃成 永田　顕人 田中　元太

甲斐路Ｃ 甲府東中 富士川SS 2-1

遠山　太樹 鈴木　健太 田中　琢真

梨大付属中 田富中 長坂中 1-1

山田　和雄 古明地　海理 坂本　康太朗 0 3-1

猿橋中 山梨南中 塩山中 0

岡本　在希 山口　魁也 中村　真樹 0

梨大付属中 猿橋中 なつみかん 2-2

中村　陽向 小田　脩真 堀内　翼 0 4-1 1

白州中 河口湖南中 河口湖高

向井　陽紀 川口　慶人 小林　翔

長坂中 春日居中 駿台甲府高 2-3 0

丹澤　公佑 市川　大和 青木　俊也

浅川中 富士川SS 猿橋中 0 3-2

宮本　響 塩沢　優磨 渡邊　善 0

忍野SS 櫛形中 北稜高 2-4

宮川　大樹 三輪　恵然 太田　優生

平野M's卓球 梨大付属中 山梨北中 1 5-1

天野　快飛 岡優　大 大友　翼 0

北稜高 春日居中 吉田中 2-5

中村　康太 小澤　飛翔 内藤　慶太

学院大 増穂中 梨大付属中 3-3

立澤　一輝 宮崎　翔 桑原　諒多 1

甲府東中 田富中 浅川中 2-6

吉澤　真琉 堀内　怜音 三富　智輝 0

猿橋中 石和中 山梨北中

倉﨑　映二 菊地　璃秋 中山  瑠偉斗 0 4-2

平野M's卓球 猿橋中 白州中 2-7 0

内藤　元春 仲山　紘大 木曽川　智也 米山　世音

三珠中 長坂中 田富中 春日居中

小泉　智哉 三森　蒼允 小俣　良元 3-4

猿橋中 山梨北中 なつみかん 1-2 0 0

秋山　創志 池田　倫太郎 雨宮　公平

富士川SS 河口湖高 梨大付属中 1 2-8

丸山　正 内田　空 牧野　皓駿

ﾘﾊﾞｰｳｴｽﾄ 塩山中 忍野SS
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男子シングルス（2）

小山田　大 荒川　浩大 小山田　幸人

河口湖高 梨大付属中 北稜高 2-9 2

樋口　諒 中村　泰大 名取　歩

山梨北中 駿台甲府高 塩山中 1-3

渡邊　和真 井上　玲 市川　勇斗 0 3-5 0

猿橋中 河口湖南中 田富中 1

山根　悠太郎 志村　颯太 大久保　太雅

忍野SS 猿橋中 春日居中 2-10

野中　美春 中込　誠也 髙橋　颯 4-3

平野M's卓球 浅川中 富士川SS 1

小林　雅晴 深澤　侑太 三澤　陸

長坂中 なつみかん 猿橋中 2-11 0

名取　諭生 井上　昌太 末冨　聖也

梨大付属中 白州中 学院大 2 3-6

外川　遥己 藤田　紘介 渡邉　大樹 0

北稜高 富士川SS 吉田中 2-12

久住　柊也 高原　歩夢 原　一

韮崎工業高 甲府東中 SKYLINE 5-2

倉﨑　一朗 雨宮　良平 堀内　遥斗

平野M's卓球 梨大付属中 春日居中 2-13 0

藤田　幸大 市来　琉翔 小泉　斗季

石和中 富士川SS 白州中 0 3-7

杉本　光輝 反田　成慧琉 小田切　大地

猿橋中 塩山中 なつみかん 2-14

黒田　健元 遠山　悠斗 甘利　悠雅

梨大付属中 北稜高 FreedomJr. 0

荻野　日登 小俣　涼人 藤森　哉斗 4-4

駿台甲府高 猿橋中 白州中 2-15 0

丹沢　知広 荻原　公平 小岩　智輝

三珠中 山梨高 塩山中 1

白倉　光輝 佐野　秀誠 鈴木　航一朗 3-8

長坂中 大月東中 梨大付属中 1-4 0

古屋　宏樹 鈴木　向陽 時本　明日夢

山梨北中 田富中 櫛形中 1 2-16

名原　義貴 宮下　侑大 渡辺　涼生 0

猿橋中 河口湖高 浅川中 0
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男子シングルス（3）

堀内　琉斗 仁科　幸大 望月　龍之介

河口湖高 猿橋中 駿台甲府高 2-17

堀内　琳雅 浅川　優人 伊藤　秋 2

吉田中 山梨北中 長坂中 1-5

二柿　勝 橘田　周汰 荻野　航世 0 3-9

田富中 石和中 梨大付属中

幸泉　寿之 根本　拓弥 天野　駿

なつみかん 梨大付属中 塩山中 2-18

森屋　凰雅 内藤　響平 山内　光 1 4-5

猿橋中 甲府東中 北稜高 1

岡　航士 白須　温翔 野澤　仁

富士川SS 河口湖高 平野M's卓球 2-19 2

三森　聖史 森澤　友紀 大輪　陽向

山梨北中 河口湖南中 白州中 0 3-10

雨宮　有良 鶴見　昇也 三浦　蔵之介 0 1

春日居中 櫛形中 梨大付属中 2-20

三浦　広大 橘田　陸 畠山　煌徠

Freedom 浅川中 猿橋中 5-3

藁科　秀平 山本　奏吾 小林　大輝

忍野SS 春日居中 学院大 2-21

椙本　匠 石井　唯人 根岸　陽向

猿橋中 河口湖高 甲府東中 0 3-11

山口　桜生 三枝　悠希 伊藤　周作

北稜高 梨大付属中 なつみかん 2-22

小河内　貴司 丹澤　亮哉 高野　純平 0

富士川SS 田富中 浅川中 0

藤巻　亮太 山形　優真 藤巻　虎之介 0 4-6

駿台甲府高 長坂中 春日居中 2-23 2 0

村田　梨空斗 植松　堅士 梅屋　司

山梨高 白州中 猿橋中

岩田　侃大 廣瀬　颯 小森　凛太朗 0 3-12

田富中 塩山中 梨大付属中 1-6 0 0

秋山　総志 深澤　飛良 刑部　有城

富士川SS 増穂中 吉田中 2-24

坂本　裕武 町田　航平 荒川　侑輝

猿橋中 山梨北中 平野M's卓球
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男子シングルス（4）

有泉　叶 森本　流生 鹿島　遥斗

平野M's卓球 長坂中 梨大付属中 2-25

清水　佳彦 若松　弦 樋口　治樹

甲州市体協 猿橋中 山梨北中 1-7

中村　優輝 小尾　優翔 石原　壮一郎 0 3-13

白州中 櫛形中 田富中 0

中山　裕貴 石井　麗音 清水　煌平

駿台甲府高 猿橋中 塩山中 2-26

野澤　雄大 藤巻　勇登 吉永　有紀 宇佐美　光琳 0 4-7 0

河口湖高 梨大付属中 忍野SS 浅川中 1

萩原　章元 土屋　蓮太 河西　駿介

なつみかん 春日居中 長坂中 2-27 0

渡邊　颯麿 新津　健申 山田　峻生

浅川中 田富中 石和中 0 3-14

落合　滉一 島田　光輝 石井　涼太 1 1

猿橋中 梨大付属中 北稜高 2-28

水口　泰成 村田　崇明 山田　幸輝

富士川SS 山梨南中 甲府東中 5-4

須藤　海斗 青田　琉生 三澤　優大

北稜高 平野M's卓球 猿橋中 2-29

笠谷　征士 薬袋　瑛斗 工藤　将太朗

白州中 学院大 富士川SS 0 3-15

雨宮　蓮 渡邊　慶次朗 下原　柚希 0

塩山中 吉田中 梨大付属中 2-30

金井　瑛寛 歌田　拓実 伊藤　文音 2

浅川中 北優会 山梨北中

河澄　佳哉 田中　陸翔 山崎　紘央 4-8

石和中 春日居中 なつみかん 2-31 0

伊藤　優希 流石　康平 小林　玄一

猿橋中 河口湖高 三珠中 1

橘田　理貴 一木　陽杜 飯島　輝 0 3-16

田富中 長坂中 梨大付属中 1-8 1

石﨑　源 深沢　光 杉本　快都

忍野SS 山梨北中 富士川SS 2-32

安藤　秀真 清水　憲声 飯島　晴斗

猿橋中 北稜高 甲斐路Ｃ 0
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女子シングルス（1）

倉﨑　花 廣瀬　こころ 中村　温

平野M's卓球 春日居中 河口湖高 2-1 1

野澤　紬季 堀内　怜奈 細田　萌加

白州SS 塩山中 梨大附属中 1-1

八巻　千璃 土屋　未来 中村　璃音 0

駿台甲府高 山梨南中 猿橋中 0 3-1

佐々木　美教 深澤　陽菜 野口　愛莉

大月東中 梨大附属中 城南中 1-2 0

大森　妃奈乃 廣瀬　梨乃 飯田　琉愛

忍野SS 山梨北中 塩山中 0 2-2

入倉 楓 中村　結衣 古屋　まりも

富士川SS 田富中 春日居中 1-3

佐久間　咲 大柴　優奈 小野　陽子 有井　珠希 4-1 0

山梨南中 増穂中 FreedomJr. 長坂中 0

松澤　愛奈 深澤　花菜 天野　早智

平野M's卓球 甲西中 大月東中 2-3 2

吉田 月渚 北井　由実 茅野　穂乃佳 0

忍野中 春日居中 梨大附属中 1-4

望月　理那 田中　心虹 小尾　誓来 0

山梨南中 浅川中 長坂中 3-2

志村　香苗 岡田　咲姫 横内　里帆 1 2

山梨南中 城南中 塩山中 1-5 0

楠　実姫 秋山 真凜 大脇　万里亜

山梨北中 富士川SS 梨大附属中 2-4

市川　めいな 芦澤　莉緒 尾曲　玲南

FreedomJr. 田富中 河口湖南中 5-1

前田　千緒 瀧澤　凛 大木 菜々華 2

FreedomJr. 長坂中 富士川SS 2-5 1

水口　加奈子 伊藤　朱菜 服部　史歩

甲斐路Ｃ 塩山中 梨大附属中 1-6

國友　麻衣 渡邉　乃愛 武井　薫 小林　美月

駿台甲府高 忍野中 山梨南中 梨大附属中 0 3-3 2

土屋　美桜 三神　心花 保坂　梨乃 0

梨大附属中 城南中 甲西中 1-7 2

小林　ゆい奈 今　悠香 西川　あおい

大月東中 河口湖高 山梨南中 2-6

小笠原　玲奈 小俣　愛菜 北原　浩美 0

春日居中 猿橋中 中巨摩Ｃ 1-8

田中　心絆 中村　葵央 芦澤　結菜

平野M's卓球 山梨北中 田富中 4-2

小泉　ヒカル 田中　陽菜 髙澤　優那 1

塩山中 長坂中 山梨北中 1-9 1

田口　莉桜 小林　花彩 長沼佳奈依

山梨南中 大月東中 学院高 2-7 1

皆川　愛佳 舟久保　琴葉 輿石 颯花 0

梨大附属中 忍野中 富士川SS 1-10

橘田　八重 竹下　愛菜 小尾　梨花

平野M's卓球 春日居中 FreedomJr. 3-4

宮城 百花 廣瀬　美空 小林　唯織

富士川SS 塩山中 城南中 1-11 2

河澄　真慶 植松　果菜 内木　希

増穂中 梨大附属中 春日居中 0 2-8

勝俣　笑里 志村　紀果 坂本　愛夏

河口湖高 猿橋中 大月東中
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女子シングルス（2）

市川　のい 瀧本　来実 渡邊　陽莉 2

FreedomJr. 山梨南中 城南中 2-9 1

小俣　結愛 後藤　曖魅 小林　璃瑠 1

大月東中 忍野中 梨大附属中 1-12

長田　幸穂 深沢　美里 尾崎　七菜

平野M's卓球 山梨北中 春日居中 3-5 1

神戸　ひなの 浅川　思子 竜澤　七実 0

山梨南中 梨大附属中 浅川中 1-13

河澄　寧々 金澤　彩夏 竹川　和花

CLUB-e 塩山中 山梨北中 2-10

若杉　優凪 堀内 七海 大森　葵生 2

春日居中 富士川SS 甲西中 1-14

重森　麻衣 倉田　愛梨 小尾　幸紀恵 0 4-3 0

大月東中 猿橋中 長坂中

横山　千紘 鈴木　咲楽 市川　紗帆

駿台甲府高 春日居中 FreedomJr. 2-11 0

小佐野　優 古屋　碧依 滝嶌　ありさ 0

忍野中 山梨南中 塩山中 1-15

堀内　彩名 白井　愛美 小川　美織 0

山梨北中 河口湖高 田富中 3-6

功刀　麻愛 大村　彩葉 長坂　美咲 1

城南中 梨大附属中 大月東中 1-16 1

土田　菜緒子 三科　未有 長田 理聖

忍野SS 塩山中 富士川SS 2-12

間込　夢乃 佐野　碧衣 井出　梓文

平野M's卓球 増穂中 河口湖南中 5-2

渡邉　ゆうり 小松　姫奈 山本　真里亜

平野M's卓球 長坂中 河口湖高 2-13

樋川　遥香 塚田　菜々子 池田　野乃 0

梨大附属中 山梨南中 塩山中 1-17

輿石 郁花 塩島　里咲 山田  美鶴穂 1

富士川SS 田富中 白州中 3-7

宮下　紅巴 名取　倖 村松　莉衣奈 1

春日居中 山梨北中 FreedomJr. 1-18

河西　みやび 中込　冴 小俣　莉菜

忍野SS 増穂中 大月東中 2-14

石原 颯希 花輪　真央 小泉　生成 0

富士川SS 山梨南中 梨大附属中 1

杉本　百々音 長坂　心美 西　彩織 1 4-4

山梨南中 大月東中 長坂中 1-19

高井　杏奈 水口　咲良 廣瀬　蓮華

駿台甲府高 甲斐路Ｃ 塩山中 2-15 0

竹下　七菜子 藁科　乃々佳 長田 唯那 0

春日居中 忍野中 富士川SS 1-20

市川　ゆいか 渡邉　凜 三浦　雅琳 0

FreedomJr. 北稜高 猿橋中 3-8

功刀　柊花 海野　亜実 鈴木　愛矢嶺 2

城南中 甲西中 塩山中 1-21 0

日原　由結 髙木　胡万智 手塚　杏

山梨南中 平野M's卓球 春日居中 0 2-16

平山　歩美 小林　樹里奈 中野　遥馨　

山梨高 梨大附属中 山梨北中
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男子ダブルス

小山田　大 /堀内　琉斗 大輪　陽向 /藤森　哉斗 青田　琉生 /荒川　侑輝

河口湖高 白州中 平野M's卓球 2-1 1

小河内　貴司 /水口　泰成 吉澤　真琉 /志村　颯太 小岩　智輝 /天野　駿 2

富士川SS 猿橋中 塩山中 1-1

遠山　太樹 /名取　諭生 山根　悠太郎 /石﨑　源 仲山　紘大 /向井　陽紀 0

梨大付属中 忍野SS 長坂中 棄権 3-1

雨宮　有良 /土屋　蓮太 小俣　涼人 /畠山　煌徠 秋山　創志 /市来　琉翔 1

春日居中 猿橋中 富士川SS 1-2 1

藤巻　勇登 /雨宮　公平 中村　康太 /末冨　聖也 小林　雅晴 /白倉　光輝

梨大付属中 学院大 長坂中 2-2

伊藤　優希 /森屋　凰雅 橘田　理貴 /丹澤　亮哉 小林　翔 /望月　龍之介 1

猿橋中 田富中 駿台甲府高 1-3

幸泉　寿之 /清水　佳彦 三浦　広大 /甘利　悠雅 雨宮　良平 /三浦　蔵之介 4-1

なつみかん /甲州市体協 Freedom /Freedom Jr. 梨大付属中

安藤　秀真 /椙本　匠 堀内　怜音 /山田　峻生 工藤　将太朗 /田中　元太

猿橋中 石和中 富士川SS 2-3 1

石井　涼太 /渡邊　善 井上　玲 /小田　脩真 宮下　侑大 /池田　倫太郎 2

北稜高 棄権 河口湖南中 河口湖高 1-4

鈴木　向陽 /宮崎　翔 藤巻　亮太 /荻野　日登 下原　柚希 /小森　凛太朗 0

田富中 駿台甲府高 梨大付属中 3-2

黒田　健元 /三輪　恵然 吉澤　佳祐 /渡邉　大樹 一木　陽杜 /田中　琢真 2 0

梨大付属中 吉田中 長坂中 1-5 0

名原　義貴 /渡邊　和真 米山　世音 /田中　陸翔 中村　真樹 /山崎　紘央

猿橋中 春日居中 なつみかん 2-4

中村　陽向 /中村　優輝 山田　和雄 /石井　麗音 吉永　有紀 /藁科　秀平

白州中 猿橋中 忍野SS 5-1

水口　晃成 /飯島　晴斗 川口　慶人 /大久保　太雅 新津　健申 /石原　壮一郎 0

甲斐路Ｃ 春日居中 田富中 2-5

杉本　光輝 /小泉　智哉 藤田　幸大 /橘田　周汰 市川　大和 /藤田　紘介 2

猿橋中 石和中 富士川SS 1-6

岡本　在希 /荒川　浩大 笠谷　征士 /井上　昌太 薬袋　瑛斗 /小林　大輝

梨大付属中 白州中 棄権 学院大 3-3

小俣　良元 /萩原　章元 三枝　悠希 /根本　拓弥 鈴木　健太 /木曽川　智也

なつみかん 梨大付属中 田富中 1-7

落合　滉一 /坂本　裕武 宮本　響 /牧野　皓駿 山形　優真 /河西　駿介

猿橋中 忍野SS 長坂中 1 2-6

有泉　叶 /宮川　大樹 野澤　雄大 /白須　温翔 内田　空 /反田　成慧琉 2

平野M's卓球 河口湖高 塩山中 2

杉本　快都 /河澄　佳哉 菊地　璃秋 /山口　魁也 藤巻　虎之介 /堀内　遥斗 4-2

富士川SS /石和中 猿橋中 春日居中 1-8 2

島田　光輝 /飯島　輝 中山　裕貴 /中村　泰大 森本　流生 /伊藤　秋

梨大付属中 駿台甲府高 長坂中 0 2-7

伊藤　周作 /深澤　侑太 植松　堅士 /小泉　斗季 仁科　幸大 /梅屋　司 2

なつみかん 白州中 猿橋中 棄権 1-9

岩田　侃大 /二柿　勝 内藤　慶太 /荻野　航世 倉﨑　一朗 /倉﨑　映二 1

田富中 梨大付属中 平野M's卓球 3-4

石井　唯人 /流石　康平 岡　航士 /秋山　総志 丹沢　知広 /小林　玄一 1

河口湖高 富士川SS 三珠中 1-10 2

堀内　琳雅 /渡邊　慶次朗 岡　優大 /山本　奏吾 鈴木　航一朗 /鹿島　遥斗

吉田中 春日居中 梨大付属中 1 2-8

須藤　海斗 /山口　桜生 小田切　大地 /樋口　誠 三澤　優大 /三澤　陸 1

北稜高 なつみかん 猿橋中
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女子ダブルス

渡邉　ゆうり /田中　心絆 中村　結衣 /塩島　里咲 手塚　杏 /内木　希

平野M's卓球 田富中 春日居中 2-1

土橋　幸十美 /新藤　可南子堀内　七海 /長田　理聖 廣瀬　蓮華 /横内　里帆 1

梨大附属中 富士川SS 塩山中 1-1

白鳥　結衣 /三浦　雅琳 横山　千紘 /廣田　陽香理瀧本　来実 /塚田　菜々子 2 3-1

猿橋中 駿台甲府高 山梨南中

樋川　遥香 /皆川　愛佳 藁科　乃々佳 /舟久保　琴葉小林　花彩 /長坂　心美 0

梨大附属中 忍野中 大月東中 2-2

輿石　郁花 /宮城　百花 岩間　未来香 /佐藤　永奈 小野　陽子 /小尾　梨花 0

富士川SS 山梨北中 Freedom Jr. 4-1

大村　彩葉 /浅川　思子 小笠原　玲奈 /北井　由実 後藤　曖魅 /渡邉　乃愛 0

梨大附属中 春日居中 忍野中 棄権 2-3 1

間込　夢乃 /橘田　八重 伊藤　朱菜 /廣瀬　美空 大脇　万里亜 /小林　璃瑠

平野M's卓球 塩山中 梨大附属中 1-2

尾曲　玲南 /井出　梓文 小林　ゆい奈 /重森　麻衣 田口　莉桜 /古屋　碧依

河口湖南中 /河口湖南中 大月東中 山梨南中 2 3-2

土屋　美桜 /深澤　陽菜 瀧澤　凛 /田中　陽菜 長坂　美咲 /天野　早智 0 2

梨大附属中 長坂中 大月東中 1-3

石原　颯希 /入倉　楓 保坂　梨乃 /大森　葵生 花輪　真央 /西川あおい

富士川SS 甲西中 山梨南中 棄権 2-4

今　悠香 /勝俣　笑里 池田　野乃 /堀内　怜奈 市川　紗帆 /市川　ゆいか

河口湖高 塩山中 Freedom Jr. 0 5-1

倉﨑　花 /松澤　愛奈 國友　麻衣 /八巻　千璃 西　彩織 /有井　珠希

平野M's卓球 駿台甲府高 棄権 長坂中 棄権 2-5

金澤　彩夏 /三科　未有 小林　美月 /小泉　生成 廣瀬　こころ /古屋　まりも 0

塩山中 梨大附属中 春日居中 1-4

佐久間　咲 /望月　理那 秋山　真凜 /大木　菜々華芦澤　莉緒 /小川　美織 0

山梨南中 富士川SS 田富中 3-3

倉田　愛梨 /志村　紀果 赤澤　乃彩 /伊藤　捺姫 鈴木　愛矢嶺 /滝嶌　ありさ 1

猿橋中 梨大附属中 塩山中 1-5

市川　めいな /河澄　寧々 志村　香苗 /神戸　ひなの坂本　愛夏 /小俣　莉菜

Freedom Jr. /CLUB-e 山梨南中 大月東中 2-6

吉田 月渚 /小佐野　優 河澄　真慶 /中込　冴 白井　愛美 /山本　真里亜 2

忍野中 増穂中 河口湖高 0 4-2

日原　由結 /杉本　百々音長田　幸穂 /髙木　胡万智小尾　誓来 /小尾　幸紀恵 0 2

山梨南中 平野M's卓球 長坂中 2-7

佐々木　美教 /小俣　結愛 細田　萌加 /茅野　穂乃佳勝俣　志麻 /後藤　京香

大月東中 梨大附属中 吉田中

植松　果菜 /小林　樹里奈竹下　七菜子 /若杉　優凪 小泉　ヒカル /飯田　琉愛 3-4

梨大附属中 春日居中 塩山中 1-6 0 1

土田　菜緒子 /河西　みやび水口　加奈子 /水口　咲良 土屋　未来 /武井　薫

忍野SS 甲斐路Ｃ 山梨南中 棄権 2 2-8

市川　のい /前田　千緒 小林　美結 /倉田　実侑 輿石　颯花 /長田　唯那 1

Freedom Jr. 山梨北中 富士川SS
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各種目　準決勝　決勝　詳細
男子シングルス準決勝① 男子シングルス準決勝②

4 ‐ 11 9 ‐ 11
11 ‐ 7 9 ‐ 11

中村　康太 (3) 11 ‐ 8 (2) 原　一 堀内　琉斗 (0) 7 ‐ 11 (3)須藤　海斗
（学院大） 9 ‐ 11 （SKYLINE） （河口湖高） ‐ （北稜高）

11 ‐ 9 ‐

男子シングルス決勝
12 ‐ 14
11 ‐ 5

中村　康太 (1) 7 ‐ 11 (3) 須藤　海斗
（学院大） 7 ‐ 11 （北稜高）

‐

女子シングルス準決勝① 女子シングルス準決勝②
7 ‐ 11 7 ‐ 11
10 ‐ 12 2 ‐ 11

入倉 楓 (0) 9 ‐ 11 (3) 勝俣　笑里 間込　夢乃 (0) 6 ‐ 11 (3)渡邉　ゆうり
（富士川SS） ‐ （河口湖高） （平野M's卓球） ‐ （平野M's卓球）

‐ ‐

女子シングルス決勝
5 ‐ 11
5 ‐ 11

勝俣　笑里 (0) 9 ‐ 11 (3) 渡邉　ゆうり
（河口湖高） ‐ （平野M's卓球）

‐

男子ダブルス準決勝① 男子ダブルス準決勝②
11 ‐ 5 2 ‐ 11

三浦　広大 11 ‐ 8 中村　陽向 薬袋　瑛斗 11 ‐ 8 杉本　快都
甘利　悠雅 (3) 11 ‐ 7 (0) 中村　優輝 小林　大輝 (3) 22 ‐ 20 (1)河澄　佳哉
（Freedom/Freedom Jr.） ‐ （白州中） （学院大） 11 ‐ 5 （富士川SS）

‐ ‐

男子ダブルス決勝
11 ‐ 7

三浦　広大 12 ‐ 14 薬袋　瑛斗
甘利　悠雅 (3) 7 ‐ 11 (2) 小林　大輝
（Freedom/Freedom Jr.） 11 ‐ 6 （学院大）

11 ‐ 8

女子ダブルス準決勝① 女子ダブルス準決勝②
11 ‐ 8 11 ‐ 13

渡邉　ゆうり 11 ‐ 5 石原　颯希 倉﨑　花 11 ‐ 7 勝俣　志麻
田中　心絆 (3) 6 ‐ 11 (2) 入倉　楓 松澤　愛奈 (3) 11 ‐ 7 (1)後藤　京香
（平野M's卓球） 9 ‐ 11 （富士川SS） （平野M's卓球） 11 ‐ 9 （吉田中）

11 ‐ 9 ‐

女ダブルス決勝
11 ‐ 7

渡邉　ゆうり 7 ‐ 11 倉﨑　花
田中　心絆 (1) 5 ‐ 11 (3) 松澤　愛奈
（平野M's卓球） 11 ‐ 13 （平野M's卓球）

‐


