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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 玉木 偉士 [17]  

  玉木 偉士 [17]

2  Bye 1  

   牧野 楓也

3 北陸高 藤永 剛史   6-3

  牧野 楓也  

4 北陸高 牧野 楓也 7-6(5)  

   犬井 輝 [14]

5 敦賀気比高 永井 皓大   6-0

  加藤 幸史郎  

6 勝山JTC 加藤 幸史郎  6-4  

   犬井 輝 [14]

7  Bye 15   6-1

  犬井 輝 [14]  

8 北陸高 犬井 輝 [14]  

   犬井 輝 [14]

9 鯖江ジュニア 梅田 蒼大 [18]  2-4 4-2 17-15

  梅田 蒼大 [18]  

10  Bye 9  

   琴寄 光貴

11 北陸高 琴寄 光貴   6-0

  琴寄 光貴  

12 藤島高 藤田 悠吾  6-1  

   長谷川 晴人 [5]

13  Bye 25   7-5

  奥野 悠喜  

14 気比付属中 奥野 悠喜  

   長谷川 晴人 [5]

15  Bye 7   6-1

  長谷川 晴人 [5]  

16 北陸高 長谷川 晴人 [5]  

   篭田 稜久 [3]

17 北陸高 篭田 稜久 [3]  4-1 4-0

  篭田 稜久 [3]  

18  Bye 3  

   篭田 稜久 [3]

19 ヤスマＧＴＣ 片谷 昂樹  6-0

  片谷 昂樹  

20 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 前田 一稀  6-1  

   篭田 稜久 [3]

21 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 坂川 陽向   6-0

  坂川 陽向  

22 若狭高 久保 浩太  6-2  

   森山 稜大 [15]

23  Bye 13   6-4

  森山 稜大 [15]  

24 チーム“時” 森山 稜大 [15]  

   篭田 稜久 [3]

25 北陸高 高島 涼太郎 [9]  4-0 1-4 10-8

  高島 涼太郎 [9]  

26  Bye 11  

   高島 涼太郎 [9]

27 北陸高 北川 倖輔   6-3

  北川 倖輔  

28  Bye 21  

   溝川 暖人 [8]

29 ヤスマＧＴＣ 西野 翔  7-6(2)

  西野 翔  

30 敦賀気比高 山本 大翔  6-1  

   溝川 暖人 [8]

31  Bye 5   6-0

  溝川 暖人 [8]  

32 北陸高 溝川 暖人 [8]  

   篭田 稜久 [3]

33 敦賀気比高 木崎 航 [7]  4-1 2-4 13-11

  木崎 航 [7]  

34  Bye 6  

   木崎 航 [7]

35  Bye 38  6-0

  小林 優斗  

36 科学技術 小林 優斗  

   木崎 航 [7]

37 藤島高 石田 和基   6-3

  牧野 透歩  

38 勝山高 牧野 透歩  6-1  

   新崎 大和 [12]

39  Bye 12  6-0

  新崎 大和 [12]  

40 敦賀気比高 新崎 大和 [12]  

   岩下 健人 [4]

41 北陸高 松根 拓希 [16]  4-2 4-2

  松根 拓希 [16]  

42  Bye 14  

   松根 拓希 [16]

43 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 渡辺 大輝  7-5

  岸本 幸大  

44 北陸高 岸本 幸大  6-1  

   岩下 健人 [4]

45  Bye 30   6-0

  酒井 虹音  

46 敦賀気比高 酒井 虹音   

   岩下 健人 [4]

47  Bye 4   w.o.

  岩下 健人 [4]  

48 敦賀気比高 岩下 健人 [4]  

   木村 冬茉 [2]

49 北陸高 小島 温仁 [6]  4-1 4-5(5) 10-4

  小島 温仁 [6]  

50  Bye 8  

   小島 温仁 [6]

51 科学技術 松濱 健太朗   6-4

  若園 陸登  

52 敦賀気比高 若園 陸登  6-0  

   小島 温仁 [6]

53 チーム“時” 池田 樹巨   6-1

  池田 樹巨  

54 鯖江ジュニア 西野 伶 6-0  

   平野 颯大 [11]

55  Bye 10  6-0

  平野 颯大 [11]  

56 敦賀気比高 平野 颯大 [11]  

   木村 冬茉 [2]

57 北陸高 天谷 俊介 [13]   5-4(7) 3-5 12-10

  天谷 俊介 [13]  

58  Bye 16  

   天谷 俊介 [13]

59 武生ジュニア 岸本 幸己   6-1

  皿澤 敬太  

60 北陸高 皿澤 敬太  6-2  

   木村 冬茉 [2]

61  Bye 31   6-4

    

62  Bye 34  

   木村 冬茉 [2]

63  Bye 2  

  木村 冬茉 [2]  

64 北陸高 木村 冬茉 [2]

   



 順位 3-4 犬井 輝 [14]  

  犬井 輝 [14]

 岩下 健人 [4] 5-3 4-2

  

 

BS 18 - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 長谷川 晴人 [5]  

  長谷川 晴人 [5]

 溝川 暖人 [8] 4-2 4-0  

   長谷川 晴人 [5]

 木崎 航 [7]  4-1 5-3

  小島 温仁 [6]  

 小島 温仁 [6]  2-4 4-2 10-8

  

 順位 7-8 溝川 暖人 [8]  

  木崎 航 [7]

 木崎 航 [7]  4-2 0-4 10-8
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1 仁愛女子高 明場 凛 [1]  

  明場 凛 [1]

2  Bye 1  

   明場 凛 [1]

3 若狭東 濱岸 結心   6-1

  清水 凛々子  

4 藤島高 清水 凛々子 w.o.  

   明場 凛 [1]

5 鯖江ジュニア 菊地 優衣   5-4(1) 1-4 11-9

  飯田 紗帆  

6 仁愛女子高 飯田 紗帆  6-1  

   彦坂 美玖 [7]

7 仁愛女子高 髙木 姫蘭   6-2

  彦坂 美玖 [7]  

8 ＦＵＫＵＩ．ＪＴＴ 彦坂 美玖 [7]  6-1  

   明場 凛 [1]

9 今立TC 奥出 彩帆 [3]   4-1 4-2

  奥出 彩帆 [3]  

10  Bye 3  

   奥出 彩帆 [3]

11 ヤスマＧＴＣ 岩井 あかね   6-0

  岩井 あかね  

12 若狭高 松宮 汐里  6-2  

   奥出 彩帆 [3]

13 ＷＩＮＮＥＲ 坂川 舞桜   4-0 4-2

  坂川 舞桜  

14 勝山高 滝本 莉彩  6-1  

   坂川 舞桜

15 若狭高 東谷 愛望   6-4

  徳本 芙優 [5]  

16 チーム“時” 徳本 芙優 [5]  6-1  

   明場 凛 [1]

17 仁愛女子高 安藤 愛 [8]   3-5 4-2 10-8

  安藤 愛 [8]  

18 仁愛女子高 林 彩乃  6-0  

   安藤 愛 [8]

19 藤島高 野村 優月   6-1

  比楽 美咲  

20 仁愛女子高 比楽 美咲  6-0  

   安藤 愛 [8]

21 福井庭球少年団 吉澤 愛莉   4-0 5-4(3)

  奥野 琴音  

22 チーム“時” 奥野 琴音  7-5  

   滝本 莉佳

23 勝山高 滝本 莉佳   6-0

  滝本 莉佳  

24 仁愛女子高 吉田 瑠里 [4]  6-4  

   前田 星佳 [2]

25 藤島高 揚原 桃花 [6]   4-0 4-2

  揚原 桃花 [6]  

26 勝山JTC 和田 ゆきの  6-0  

   揚原 桃花 [6]

27 福井庭球少年団 内田 紫心   6-2

  池尾 紅華  

28 福井庭球少年団 池尾 紅華  7-5  

   前田 星佳 [2]

29 藤島高 黒川 夢加   4-2 4-1

  新井 優月  

30 仁愛女子高 新井 優月  6-0  

   前田 星佳 [2]

31  Bye 2   7-6(3)

  前田 星佳 [2]  

32 仁愛女子高 前田 星佳 [2]

   



 順位 3-4 奥出 彩帆 [3]  

  奥出 彩帆 [3]

 安藤 愛 [8]  4-0 5-3

  

 

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

  

 順位 5-8 彦坂 美玖 [7]  

  彦坂 美玖 [7]

 坂川 舞桜  1-4 4-0 10-2  

   彦坂 美玖 [7]

 滝本 莉佳   4-1 4-1

  滝本 莉佳  

 揚原 桃花 [6]  5-4(2) 4-0

  

 順位 7-8 坂川 舞桜  

  坂川 舞桜

 揚原 桃花 [6]  4-0 4-1

  

 


