
①男子シングルス（１）

斉藤　雄哉 原　一

FLAT FIELD 2-1 1-16 BRAVE

三森　聖史 目代　虎太朗
山梨高 1-1 2-9 学院大

山澤　雄太 舟久保　璃玖人
山梨大 3-1 1-17 富士北稜高

佐藤　俊輔 程原　大翔
韮崎高 1-2 3-5 興譲館高

上條　広人 濱谷　青立
甲府工業高 2-2 1-18 日本航空高

保坂　直哉 中村　優輝
北優会 1-3 2-10 甲府工業高

星野　琉弥 大石　拓哉
興譲館高 4-1 1-19 山梨大

前田　祐生 渡部　舜
甲府工業高 1-4 4-3 東桂中

長澤　龍棋 小河内　貴司
山梨大 2-3 1-20 富士川SS

清水　海空 鈴木　駿一郎
甲府商業高 1-5 2-11 北優会

森田　有昭 中村　陽向
学院大 3-2 1-21 甲府工業高

小澤　鳳輝 佐藤　瑠飛
韮崎工業高 1-6 3-6 興譲館高

米田　航志 石井　涼太
日本航空高 2-4 1-22 富士北稜高

高橋　珠希 小林　勝博
富士北稜高 1-7 2-12 甲府工業高

今原光輝 堀内　陽佑
興譲館高 5-1 5-2 1-23 甲府商業高

古屋　祐樹 菊地　大輝
甲斐路Ｃ 1-8 埼工大

渡邊　優介 高橋　浩之
富士北稜高 2-5 1-24 FLAT FIELD

篠塚　純 雨宮　豊
興譲館高 1-9 2-13 甲府工業高

秋山　太志 赤塚　琉唯
甲府工業高 3-3 1-25 興譲館高

細川　工 鷲見　祐太
国母JTC 1-10 3-7 山梨大

馬場　稜大 石原　寛人
日本航空高 2-6 1-26 国母JTC

秋山　創志 石川　慶輔
富士川SS 1-11 2-14 JESS

水野　魁征 小松　啓也
FLAT FIELD 4-2 1-27 日本航空高

遠山　悠斗 平井 駿之介
富士北稜高 1-12 4-4 真木Ｃ

金井　駿 古明地　海理
甲府市役所 2-7 1-28 山梨高

幡野　京平 西室　星凪
真木Ｃ 1-13 2-15 甲府工業高

小見山　翔 雨宮　晃亮
甲府工業高 3-4 1-29 農林高

武田　稜平 小俣　錬
興譲館高 1-14 3-8 興譲館高

淺野　隼輝 堀内　琳雅
山梨大 2-8 1-30 富士北稜高

名取　凌佑 堀　卓央
甲府商業高 1-15 2-16 山梨県庁

卯月　健太郎 小宮　涼雅
東洋大 1-31 興譲館高

坂井　崇人
山梨MTC
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①男子シングルス（２）

八島　大地 清水　秀
日本航空高 2-17 1-47 Life

髙橋　颯 岡本　大輔
富士川SS 1-32 2-25 山梨大

可知　伸敏 望月　貴文
山梨大 3-9 1-48 FLAT FIELD

河手　幸太 渡邉　龍弥
平野M's卓球 1-33 3-13 興譲館高

村田　梨空斗 西海　力愛
山梨高 2-18 1-49 甲府商業高

大西　創真 金井　公亮
興譲館高 1-34 2-26 真木Ｃ

卯月　梨央 望月　勇太
甲府工業高 4-5 1-50 北優会

椙本　匠 志村　倫也
興譲館高 1-35 4-7 甲府工業高

野澤　侑平 中村　康太
富士北稜高 2-19 1-51 学院大

小早川　喬 桑本　滉大
BRAVE 1-36 2-27 日本航空高

山田　哲也 中西　淳
北優会 3-10 1-52 BRAVE

笹川　耀介 水口　晃成
山梨大 1-37 3-14 甲府工業高

河澄　圭哉 時田　壮
甲府工業高 2-20 1-53 富士川SS

実原　皐 若月　悠佑
甲府商業高 1-38 2-28 興譲館高

松村　隆弘 荒井　颯太
ﾌﾟﾗｻﾞ山梨 5-4 1-54 富士北稜高

後藤　柊磨 唐沢　誠也
甲府工業高 1-39 5-3 甲府工業高

二柿　勝 丸山　正
韮崎工業高 2-21 1-55 ﾘﾊﾞｰｳｪｽﾄ

前田　湖南 堀内　琉斗
興譲館高 1-40 2-29 河口湖高

平井　秀和 井草　桂太
真木Ｃ 3-11 1-56 真木Ｃ

渡邊　善 森澤　淳莉
富士北稜高 1-41 3-15 甲府工業高

山川　潤也 志村　優人
日本航空高 2-22 1-57 埼工大

清水　翔也 清水　亮佑
甲府工業高 1-42 2-30 興譲館高

舞鶴　翔 濱本　碧海
FLAT FIELD 4-6 1-58 山梨大

藤原　平三郎 山口　桜生
国母JTC 1-43 4-8 富士北稜高

渡邊　学史 落合　滉一
農林高 2-23 1-59 興譲館高

土屋　優輝 野澤　佳樹
興譲館高 1-44 2-31 FLAT FIELD

横山　吉継 甘利　悠雅
甲府工業高 3-12 1-60 甲府工業高

榑林　泰佑 細谷　勉
山梨大 1-45 3-16 ﾋﾟｰﾍﾞﾘｰ

田邊　拓人 鈴木　透眞
日本航空高 2-24 1-61 農林高

佐野　秀誠 羽田　風斗
大月東中 1-46 2-32 富士北稜高

横塚　大和 板山　裕昌
大正大 日本航空高
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北川　加純 入倉　楓 山本　ゆい
金城大学 甲府商業高 興譲館高 2-1

小島　藍 時田　玲 輿石　郁花
山梨大 甲府西高 富士川SS 1-1

品村　碧美 志村　美鈴 田中　心絆
日本航空高 甲府商業高 平野M's卓球

水谷　彩里合 水口　咲良 倉﨑　花
愛知大 甲斐路Ｃ 甲府西高 1-2

雨宮　七海 鈴木　真理 原　蒼杷
甲府商業高 日本航空高 富士川SS 2-2

金澤　枝里佳 渡邉　凜 市川　紗帆 今村　阿也那
山梨大 富士北稜高 ｹｰﾌﾟｺｯﾄﾞ 甲府商業高 1-3

平野　亜子 長潟ｶﾃﾘｰﾅ 小俣　実由
甲府西高 甲府商業高 興譲館高

野々口　愛花 尾﨑　由佳 岡本　真央
日本航空高 甲府商業高 山梨大 2-3

河澄　寧々 芳賀　希海 市川　のい
富士川SS 甲斐路Ｃ 甲府商業高 1-4

黒澤 香衣 樫山　美桜 梶原　ひなの
大正大 甲府西高 甲府商業高

小林　明日香 杉本　百々音 宮城　百花
日本航空高 yttc 富士川SS 1-5

岩本　深青 石澤　麻衣 山口　凛
山梨大 甲府商業高 興譲館高 2-4

下山　秋帆 大森　歩 橋爪　風花
芦屋大 国母JTC 甲府商業高

平野　亜子 渡邉　乃愛 武藤　梨桜
甲府西高 富士北稜高 梨大附中 2-1

戸泉　紗恋 山口　凛 橘田　八重
竜王中 興譲館高 平野M's卓球 1-1

勝俣　笑里 長潟ｶﾃﾘｰﾅ 深澤　奈々未
河口湖高 甲府商業高 農林高 3-1

川尻　さくら子 金指　涼々 大森　綾音 猪俣　真子
熱血Ｃ 竜王中 富士北稜高 富士吉田Ｃ 1-2

市川　のい 杉本　百々音 甘利　美月
甲府商業高 yttc 梨大附中 2-2

山北　華凛 佐々木　美教 保坂　未来
竜王中 笛吹高 農林高 1-3

市川　紗帆 河澄　寧々 飯島　美桜
ｹｰﾌﾟｺｯﾄﾞ 富士川SS 甲府西高

小河内　結加 藤田　真子 八巻　小雪
甲府南高 農林高 笛吹高 2-3

後藤　曖魅 河西　みやび 寺田　花音
富士北稜高 忍野SS 竜王中 1-4

早川　桜禾 梶原　ひなの 田中　陽菜
富士吉田Ｃ 甲府商業高 甲府西高 3-2

尾﨑　由佳 田中　心絆 後藤　来実
甲府商業高 平野M's卓球 富士北稜高 1-5

内藤　亜季 市川　ゆいか 阿部　歩花
竜王中 Life 梨大附中 2-4

芳賀　希海 三橋　怜奈 原　蒼杷
甲斐路Ｃ 河口湖高 富士川SS

石澤　麻衣 深澤　由貴 上野　那都
甲府商業高 梨大附中 河口湖高 2-5

渡邉　萌花 村松　愛唯 五味　日向葵
富士北稜高 笛吹高 竜王中 1-6

樫山　美桜 今村　阿也那 川尻　杏樹
甲府西高 甲府商業高 熱血Ｃ 3-3

阿部　帆華 安藤　優那 相吉　凛
農林高 笛吹高 竜王中 1-7

時田　玲 水口　咲良 橋爪　風花
甲府西高 甲斐路Ｃ 甲府商業高 2-6

志村　桃花 舟久保　琴葉 古本　真理
富士吉田Ｃ 富士北稜高 梨大附中 1-8

輿石　郁花 山本　ゆい 石原　颯希
富士川SS 興譲館高 甲府南高

鈴木　真理 金丸　憂奈 立川　芽依
日本航空高 富士北稜高 竜王中 1-9

武藤　星良 渡邊　亜子 新井　彩花
富士吉田Ｃ 河口湖高 日大明誠高 2-7

松澤　愛奈 倉﨑　花 入倉　楓
平野M's卓球 甲府西高 甲府商業高 1-10

望月　友愛 秋山　優海 小俣　実由
竜王中 農林高 興譲館高 3-4

宮城　凜々子 角田　也実 木村　笑和
富士北稜高 梨大附中 竜王中 1-11

宮城　百花 志村　美鈴 丹沢　恵菜
富士川SS 甲府商業高 甲府西高 2-8

市川　めいな 渡邉　未来 前田　菜々美
Life 笛吹高 河口湖高
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小松　啓也 相川　俊太郎 実原　皐
日本航空高 甲府西高 甲府商業高 2-1

今原光輝 上條　広人 浅川　涼太
興譲館高 甲府工業高 双葉中 1-1

三森　唯来 荻原　万寛 小泉　魁翔 3-1

笛吹高 甲府南高 韮崎工業高
高橋　佳男 荒井　颯太 小泉　智哉
農林高 富士北稜高 都留高 2-2

西室　星凪 遠山　慧 程原　大翔
甲府工業高 河口湖高 興譲館高 4-1

鮫田　悠人 丹澤　公佑 青田　琉生
双葉中 笛吹高 平野M's卓球 2-3

高橋　珠希 椙本　匠 大西　友真
富士北稜高 興譲館高 富士吉田Ｃ 1-2

渡辺　大成 横山　吉継 雨宮　礼大
甲府西高 甲府工業高 甲府南高 3-2

坂本　結音 小瀧　一申
笛吹高 甲府南高 都留高 1-3

村田　梨空斗 丸山　心隼也 土屋　優輝
山梨高 農林高 興譲館高 2-4

小河内　貴司 瀧口　信之介 冨田　雄也
富士川SS 河口湖高 日大明誠高

志村　倫也 堀内　陽佑 青木　大和
甲府工業高 甲府商業高 笛吹高 2-5

中村　颯陽 落合　滉一 大塩　祥平
都留高 興譲館高 農林高 1-4

野澤　侑平 古明地　海理 青柳　拓巳
富士北稜高 山梨高 甲府南高 3-3

上田　ケンジ 渡邉　龍弥 米田　航志
農林高 興譲館高 日本航空高 1-5

中村　陽向 小沢　圭司 青柳　　諒
甲府工業高 甲府西高 甲府南高 2-6

渡邊　善 大喜　理風 羽田　健人
富士北稜高 甲斐路Ｃ 河口湖高 4-2

宮川　大樹 桑本　滉大 若月　悠佑
平野M's卓球 日本航空高 興譲館高 2-7

古村　雄翔 中村　優輝 三輪　恵然
双葉中 甲府工業高 甲府南高 1-6

堀内　琳雅 前田　湖南 谷川　一真
富士北稜高 興譲館高 日大明誠高 3-4

藤田　幸大 佐藤　瑠飛 二柿　勝
笛吹高 興譲館高 韮崎工業高 1-7

小高　悠 甘利　悠雅 朱　芷強
都留高 甲府工業高 甲府南高 2-8

時田　壮 有賀　伊吹 梶原　大聖
富士川SS 農林高 甲府西高

卯月　梨央 星野　琉弥 舟久保　璃玖人
甲府工業高 興譲館高 富士北稜高 2-9

金子　和徳 荻野　翔也 水口　奈央斗
双葉中 農林高 甲斐路Ｃ 1-8

小澤　鳳輝 武藤　　中 三枝　悠希
韮崎工業高 甲府南高 甲府西高 3-5

河澄　圭哉 山口　晃正 篠塚　純
甲府工業高 河口湖高 興譲館高 1-9

岡　航士 倉﨑　映二 髙橋　颯
甲府南高 平野M's卓球 富士川SS 2-10

坂本　裕武 内藤　優真 佐藤　陸
都留高 笛吹高 富士吉田Ｃ 4-3

石井　涼太 大塚　芳主 清水　海空
富士北稜高 甲府西高 甲府商業高 2-11

堀内　翼 宮崎　翔 飯室　陽介
河口湖高 農林高 双葉中 1-10

秋山　太志 築野　慎治 赤塚　琉唯
甲府工業高 甲府南高 興譲館高 3-6

水口　晃成 市川　勇斗 佐野　輝
甲府工業高 平野M's卓球 笛吹高 1-11

長澤　竜光 安藤　秀真 上野　　博
農林高 都留高 甲府南高 2-12

馬場　稜大 名原　義貴 大西　創真
日本航空高 日大明誠高 興譲館高

渡部　舜 山崎　夢有 渡邊　優介
東桂中 韮崎工業高 富士北稜高 2-13

加藤　拓実 三森　聖史 清水　亮佑
双葉中 山梨高 興譲館高 1-12

前川　裕亮 後藤　雄紀 山川　潤也
笛吹高 甲府南高 日本航空高 3-7

井上　優祐 武田　稜平 清水　翔也
都留高 興譲館高 甲府工業高 1-13

杉本　快都 佐野　秀誠 窪田　彪希
甲府南高 大月東中 甲府西高 2-14

宮下　夢叶 名取　凌佑 井上　拓飛
河口湖高 甲府商業高 農林高 4-4

萩原　諒 中村　渉吾 角田　未来
甲府西高 甲府工業定 農林高 2-15

倉﨑　一朗 秋山　創志 小宮　涼雅
平野M's卓球 富士川SS 興譲館高 1-14

小見山　翔 水口　泰成 朝倉　俊介

甲府工業高 甲斐路Ｃ 甲府南高 3-8

堀内　怜音 小俣　錬 雨宮　豊
笛吹高 興譲館高 甲府工業高 1-15

原田　　環 羽田　風斗 遠藤　充泰
甲府南高 富士北稜高 日大明誠高 2-16

八島　大地 三井　絢斗 濱尾　塁
日本航空高 双葉中 都留高
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