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所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

北陸高 森 郁人 [1]

1 北陸高 高島 涼太郎 森 郁人 [1]

福井商業 杉山 碧 高島 涼太郎

2 福井商業 田川 櫂    6-0 森 郁人 [1]

   高島 涼太郎

3  Bye     w.o.

科学技術 小林 優斗   

4 科学技術 川上 皓生    Not Played 篭田 稜久 [8]

北陸高 篭田 稜久 [8]  鈴木 光生

5 北陸高 鈴木 光生 篭田 稜久 [8]    8-5

藤島高 北川 侑樹 鈴木 光生  

6 藤島高 藤田 悠吾    6-1 篭田 稜久 [8]

   鈴木 光生

7  Bye 山田 要    6-0

羽水高 山田 要 松田 日現  

8 羽水高 松田 日現  大沼 広季 [5]

高志高 北尾 春翔  溝川 暖人

9 高志高 阿津川 仁 北尾 春翔    8-6

  阿津川 仁  

10  Bye  加藤 虎之介 [7]

藤島高 西山 越貴  長谷川 晴人

11 藤島高 髙木 伶輝 加藤 虎之介 [7]    6-0

勝山高 加藤 虎之介 [7] 長谷川 晴人  

12 北陸高 長谷川 晴人    6-2 大沼 広季 [5]

啓新高 土本 臣  溝川 暖人

13 啓新高 竹内 龍世 土本 臣    8-1

  竹内 龍世  

14  Bye  大沼 広季 [5]

藤島高 塩崎 聡大  溝川 暖人

15 藤島高 武田 泰心 大沼 広季 [5]    6-0

北陸高 大沼 広季 [5] 溝川 暖人  

16 北陸高 溝川 暖人    6-0

  森 郁人 [1]

 順位 3-4 高島 涼太郎 加藤 虎之介 [7]

 加藤 虎之介 [7] 長谷川 晴人

 長谷川 晴人    6-4
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1 北陸高 大沼 広季 [1]  

  大沼 広季 [1]

2 羽水高 岩﨑 憂斗    6-0  

   大沼 広季 [1]

3 若狭高 水江 健斗     6-0

  上坂 亮太  

4 藤島高 上坂 亮太    6-1  

   大沼 広季 [1]

5 高志高 髙林 京佑     6-0

  髙林 京佑  

6  Bye   

   加藤 虎之介 [8]

7 高志高 玉村 泰生     6-0

  加藤 虎之介 [8]  

8 勝山高 加藤 虎之介 [8]    6-0  

   大沼 広季 [1]

9 北陸高 森 郁人 [3]     8-5

  森 郁人 [3]  

10 科学技術 小向 隼斗    6-0  

   森 郁人 [3]

11 高志高 北尾 春翔     6-0

  北尾 春翔  

12  Bye   

   篭田 稜久

13  Bye     7-5

    

14  Bye   

   篭田 稜久

15 北陸高 篭田 稜久   

  篭田 稜久  

16 藤島高 北川 侑樹 [13]    6-1  

   大沼 広季 [1]

17 藤島高 中西 健斗 [12]     8-3

  中西 健斗 [12]  

18 坂井高 山田 悠雅    6-0  

   溝川 暖人

19  Bye     6-0

  溝川 暖人  

20 北陸高 溝川 暖人   

   長谷川 晴人 [11]

21 科学技術 松濱 健太朗     6-3

  松濱 健太朗  

22  Bye   

   長谷川 晴人 [11]

23 藤島高 兜 皓征     6-0

  長谷川 晴人 [11]  

24 北陸高 長谷川 晴人 [11]    6-0  

   鈴木 光生 [2]

25 北陸高 高島 涼太郎 [7]     8-3

  高島 涼太郎 [7]  

26 藤島高 髙木 伶輝    6-1  

   高島 涼太郎 [7]

27  Bye     6-1

  久保 浩太  

28 若狭高 久保 浩太   

   鈴木 光生 [2]

29 北陸高 藤永 剛史     6-1

  藤永 剛史  

30  Bye   

   鈴木 光生 [2]

31 藤島高 藤田 悠吾     6-0

  鈴木 光生 [2]  

32 北陸高 鈴木 光生 [2]    6-0

   

 順位 3-4 篭田 稜久  

  篭田 稜久

 長谷川 晴人 [11]    6-4
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 順位 5-8 加藤 虎之介 [8]  

  森 郁人 [3]

 森 郁人 [3]    6-0  

   高島 涼太郎 [7]

 溝川 暖人     7-5

  高島 涼太郎 [7]  

 高島 涼太郎 [7]    6-3

  

 順位 7-8 加藤 虎之介 [8]  

  溝川 暖人

 溝川 暖人    6-1
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仁愛女子高 弘原海 結子 [1]

1 仁愛女子高 白﨑 望愛 弘原海 結子 [1]

藤島高 宮下 遥菜 白﨑 望愛

2 藤島高 牧野 好花    6-1 弘原海 結子 [1]

藤島高 揚原 桃花  白﨑 望愛

3 藤島高 畠中 萌花 揚原 桃花    6-1

若狭高 東谷 愛唯 畠中 萌花  

4 若狭高 東谷 愛望    6-0 弘原海 結子 [1]

仁愛女子高 國井 彩名 [4]  白﨑 望愛

5 仁愛女子高 林 唯月 國井 彩名 [4]    8-3

藤島高 文珠四郎 七佳 林 唯月  

6 藤島高 関野 彩花    6-0 前田 星佳

仁愛女子高 前田 星佳  菱井 咲絵

7 仁愛女子高 菱井 咲絵 前田 星佳    6-2

  菱井 咲絵  

8  Bye  弘原海 結子 [1]

藤島高 内田 莉音  白﨑 望愛

9 仁愛女子高 比楽 美咲 安藤 愛    8-1

仁愛女子高 安藤 愛 林 彩乃  

10 仁愛女子高 林 彩乃    6-0 桑野 麻矢 [3]

高志高 吾田 桜彩  長瀬 愛花

11 高志高 細川 彩夏 桑野 麻矢 [3]    6-3

仁愛女子高 桑野 麻矢 [3] 長瀬 愛花  

12 仁愛女子高 長瀬 愛花    6-0 清水 瑠愛 [2]

勝山高 小林 紗彩  高間 胡羽

13 勝山高 山内 芽依 芳垣 真帆    8-6

仁愛女子高 芳垣 真帆 芳垣 美帆  

14 仁愛女子高 芳垣 美帆    6-0 清水 瑠愛 [2]

勝山高 滝本 莉佳  高間 胡羽

15 勝山高 滝本 莉彩 清水 瑠愛 [2]    7-5

藤島高 清水 瑠愛 [2] 高間 胡羽  

16 藤島高 高間 胡羽    6-0

  前田 星佳 [5]

 順位 3-4 菱井 咲絵 前田 星佳 [5]

 桑野 麻矢 [3] 菱井 咲絵

 長瀬 愛花    6-1
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1 仁愛女子高 白﨑 望愛 [1]  

  白﨑 望愛 [1]

2 美方高 西村 こゆき    6-0  

   白﨑 望愛 [1]

3 仁愛女子高 桑野 麻矢     6-3

  桑野 麻矢  

4 藤島高 橋本 実和    6-0  

   白﨑 望愛 [1]

5 高志高 森川 萌音     7-5

  前田 星佳  

6 仁愛女子高 前田 星佳    6-0  

   前田 星佳

7  Bye 7     6-2

  長瀬 愛花 [5]  

8 仁愛女子高 長瀬 愛花 [5]   

   白﨑 望愛 [1]

9 仁愛女子高 弘原海 結子 [4]     w.o.

  弘原海 結子 [4]  

10 勝山高 滝本 莉佳    6-0  

   弘原海 結子 [4]

11 仁愛女子高 芳垣 真帆     6-0

  芳垣 真帆  

12 藤島高 宮下 遥菜    6-0  

   弘原海 結子 [4]

13 勝山高 滝本 莉彩     7-5

  揚原 桃花  

14 藤島高 揚原 桃花    6-1  

   芳垣 美帆 [6]

15 美方高 清水 麻央     6-4

  芳垣 美帆 [6]  

16 仁愛女子高 芳垣 美帆 [6]    6-0  

   白﨑 望愛 [1]

17 仁愛女子高 國井 彩名 [7]     8-5

  國井 彩名 [7]  

18 科学技術 村井 寿々花    6-0  

   國井 彩名 [7]

19 藤島高 高間 胡羽     6-2

  高間 胡羽  

20 北陸高 五十嵐 心菜    6-0  

   國井 彩名 [7]

21 藤島高 関野 彩花     6-3

  牧野 好花  

22 藤島高 牧野 好花    6-2  

   清水 瑠愛 [3]

23 藤島高 徳永 菜央     6-0

  清水 瑠愛 [3]  

24 藤島高 清水 瑠愛 [3]    6-0  

   菱井 咲絵 [2]

25 仁愛女子高 林 唯月 [8]     8-5

  林 唯月 [8]  

26 北陸高 竹内 須弥子    6-0  

   林 唯月 [8]

27 藤島高 畠中 萌花     6-4

  畠中 萌花  

28 若狭東 濱岸 結心    6-1  

   菱井 咲絵 [2]

29 仁愛女子高 比楽 美咲     6-3

  安藤 愛  

30 仁愛女子高 安藤 愛    6-2  

   菱井 咲絵 [2]

31 仁愛女子高 林 彩乃     6-4

  菱井 咲絵 [2]  

32 仁愛女子高 菱井 咲絵 [2]    6-2

   

 順位 3-4 弘原海 結子 [4]  

  國井 彩名 [7]

 國井 彩名 [7]    w.o.



  

 

GS 18 - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 前田 星佳 [9]  

  前田 星佳 [9]

 芳垣 美帆 [6]    6-2  

   清水 瑠愛 [3]

 清水 瑠愛 [3]     6-4

  清水 瑠愛 [3]  

 林 唯月 [8]    6-2

  

 順位 7-8 芳垣 美帆 [6]  

  林 唯月 [8]

 林 唯月 [8]    6-3
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北陸高 小島 温仁 [1]

1 北陸高 木村 冬茉 小島 温仁 [1]

  木村 冬茉

2  Bye  小島 温仁 [1]

鯖江ジュニア 梅田 蒼大  木村 冬茉

3 鯖江ジュニア 西野 秀 梅田 蒼大    6-2

福井庭球少年団 北尾 柊也 西野 秀  

4 福井庭球少年団 土岐 遼大郎    6-2 小島 温仁 [1]

北陸高 天谷 俊介 [4]  木村 冬茉

5 北陸高 琴寄 光貴 天谷 俊介 [4]    8-3

福井庭球少年団 池尾 賢人 琴寄 光貴  

6 福井庭球少年団 畑下 悠真    6-2 奥出 悠貴

勝山高 前川 穂積  森山 稜大

7 勝山高 玉木 来知 奥出 悠貴    7-6(8)

今立TC 奥出 悠貴 森山 稜大  

8 チーム“時” 森山 稜大    6-2 小島 温仁 [1]

若狭高 坂 晃佑  木村 冬茉

9 若狭高 木下 祐斗 朝日向 琉輝    8-3

勝山高 朝日向 琉輝 牧野 透歩  

10 勝山高 牧野 透歩    6-0 岸本 幸大

北陸高 岸本 幸大  犬井 輝

11 北陸高 犬井 輝 岸本 幸大    6-0

ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 坂川 陽向  [5] 犬井 輝  

12 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 渡辺 大輝    6-0 松根 拓希 [2]

ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 玉木 偉士  牧野 楓也

13 北陸高 皿澤 敬太 玉木 偉士    8-5

  皿澤 敬太  

14  Bye  松根 拓希 [2]

   牧野 楓也

15  Bye 松根 拓希 [2]    6-4

北陸高 松根 拓希 [2] 牧野 楓也  

16 北陸高 牧野 楓也  

  奥出 悠貴

 順位 3-4 森山 稜大 奥出 悠貴

 岸本 幸大 森山 稜大

 犬井 輝    7-5
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1 北陸高 木村 冬茉 [1]  

  木村 冬茉 [1]

2  Bye   

   木村 冬茉 [1]

3 北陸高 琴寄 光貴     6-2

  琴寄 光貴  

4 高志高 大綱 一成    6-0  

   木村 冬茉 [1]

5 勝山高 玉木 来知     6-0

  牧野 透歩  

6 勝山高 牧野 透歩    6-1  

   玉木 偉士 [7]

7 勝山高 朝日向 琉輝     6-0

  玉木 偉士 [7]  

8 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 玉木 偉士 [7]    6-0  

   木村 冬茉 [1]

9 今立TC 奥出 悠貴 [3]     8-6

  奥出 悠貴 [3]  

10 福井庭球少年団 畑下 悠真    6-0  

   奥出 悠貴 [3]

11 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 渡辺 大輝     6-0

  皿澤 敬太  

12 北陸高 皿澤 敬太    6-3  

   奥出 悠貴 [3]

13 若狭高 木下 祐斗     7-5

  木下 祐斗  

14  Bye   

   森山 稜大 [8]

15  Bye     6-0

  森山 稜大 [8]  

16 チーム“時” 森山 稜大 [8]   

   木村 冬茉 [1]

17 北陸高 松根 拓希 [5]     8-5

  松根 拓希 [5]  

18 ヤスマＧＴＣ 大久保 洸生    6-1  

   小島 温仁

19 北陸高 小島 温仁     6-1

  小島 温仁  

20 鯖江ジュニア 西野 秀    6-1  

   小島 温仁

21 北陸高 牧野 楓也     7-6(1)

  牧野 楓也  

22 若狭高 坂 晃佑    6-0  

   天谷 俊介 [4]

23 勝山高 前川 穂積     6-1

  天谷 俊介 [4]  

24 北陸高 天谷 俊介 [4]    6-0  

   小島 温仁

25 北陸高 岸本 幸大 [6]     8-0

  岸本 幸大 [6]  

26 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 坂川 陽向    6-3  

   梅田 蒼大

27 鯖江ジュニア 梅田 蒼大     7-6(3)

  梅田 蒼大  

28  Bye   

   犬井 輝   [9]

29 福井庭球少年団 池尾 賢人     6-1

  池尾 賢人  

30  Bye   

   犬井 輝   [9]

31  Bye     6-0

  犬井 輝   [9]  

32 北陸高 犬井 輝  [9]  

   

 順位 3-4 奥出 悠貴 [3]  

  奥出 悠貴 [3]

 犬井 輝   [9]    6-0



  

 

BS 16 - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 玉木 偉士 [7]  

  玉木 偉士 [7]

 森山 稜大 [8]    6-1  

   玉木 偉士 [7]

 天谷 俊介 [4]     w.o.

  天谷 俊介 [4]  

 梅田 蒼大    6-0

  

 順位 7-8 森山 稜大 [8]  

  森山 稜大 [8]

 梅田 蒼大    6-4
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ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 彦坂 美玖 [1]

1 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 酒師 未遥 彦坂 美玖 [1]

仁愛女子高 吉田 瑠里 酒師 未遥

2 仁愛女子高 飯田 紗帆    6-3 彦坂 美玖 [1]

福井庭球少年団 岡田 彩花  酒師 未遥

3 福井庭球少年団 岡田 暖花 岡田 彩花    8-4

藤島高 中野 結心 岡田 暖花  

4 藤島高 田畑 琉里    6-1 新井 優月 [2]

福井庭球少年団 内田 紫心  明場 凛

5 福井庭球少年団 池尾 紅華 内田 紫心    8-3

鯖江ジュニア 山岸 音葉 池尾 紅華  

6 鯖江ジュニア 澤田 好未    7-6(5) 新井 優月 [2]

北陸高 出口 夢來  明場 凛

7 仁愛女子高 髙木 姫蘭 新井 優月 [2]    8-1

仁愛女子高 新井 優月 [2] 明場 凛  

8 仁愛女子高 明場 凛    6-1

  岡田 彩花

 順位 3-4 岡田 暖花 内田 紫心

 内田 紫心 池尾 紅華

 池尾 紅華    6-1
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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 仁愛女子高 吉田 瑠里 [1]  

  吉田 瑠里 [1]

2  Bye   

   吉田 瑠里 [1]

3 福井庭球少年団 岡田 彩花     6-0

  岡田 彩花  

4  Bye   

   吉田 瑠里 [1]

5 仁愛女子高 髙木 姫蘭     6-2

  髙木 姫蘭  

6 藤島高 田畑 琉里    6-0  

   髙木 姫蘭

7  Bye     6-1

  岡田 暖花 [7]  

8 福井庭球少年団 岡田 暖花 [7]   

   吉田 瑠里 [1]

9 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 彦坂 美玖 [3]     8-5

  彦坂 美玖 [3]  

10  Bye   

   清水 凛々子

11 鯖江ジュニア 山岸 音葉     6-4

  清水 凛々子  

12 福井庭球少年団 清水 凛々子    6-2  

   内田 紫心 [8]

13  Bye     6-2

  牧野 桃佳  

14 北陸高 牧野 桃佳   

   内田 紫心 [8]

15  Bye     6-0

  内田 紫心 [8]  

16 福井庭球少年団 内田 紫心 [8]   

   明場 凛 [6]

17 仁愛女子高 明場 凛 [6]     8-2

  明場 凛 [6]  

18  Bye   

   明場 凛 [6]

19 仁愛女子高 新井 優月     6-1

  新井 優月  

20 高志高 小林 優海    6-0  

   明場 凛 [6]

21  Bye     6-0

  中野 結心  

22 藤島高 中野 結心   

   出口 夢來 [4]

23  Bye     6-0

  出口 夢來 [4]  

24 北陸高 出口 夢來 [4]   

   明場 凛 [6]

25 福井庭球少年団 池尾 紅華 [5]     8-2

  池尾 紅華 [5]  

26  Bye   

   飯田 紗帆

27 仁愛女子高 飯田 紗帆     7-6(1)

  飯田 紗帆  

28  Bye   

   酒師 未遥 [2]

29  Bye     6-2

  澤田 好未  

30 鯖江ジュニア 澤田 好未   

   酒師 未遥 [2]

31  Bye     6-2

  酒師 未遥 [2]  

32 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 酒師 未遥 [2]  

   

 順位 3-4 内田 紫心 [8]  

  酒師 未遥 [2]

 酒師 未遥 [2]    6-0



  

 

GS 16 - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 髙木 姫蘭  

  髙木 姫蘭

 清水 凛々子    6-3  

   飯田 紗帆

 出口 夢來 [4]     6-4

  飯田 紗帆  

 飯田 紗帆    7-6(3)

  

 順位 7-8 清水 凛々子  

  出口 夢來 [4]

 出口 夢來 [4]    6-4

  

 


