
村

馬

【ダ　ブ　ル　ス】

1 松田・山下 （ひつじ） 24 福士・稲毛 （ひつじ）

2 三科・鴇田 (工業高） 25 松田・山上 （留辺蕊）

3 笹木・石黒 (工　大) 26 秋庭・森下 （緑陵高）

4 高井・大谷 (緑陵高）
　
　
福
士
・
稲
毛

(

ひ
つ
じ

)

27 為乗・梁井 （工　大）

5 水谷・竹端 （柏陽高） 28 土赤・里見 (藤女高)

6 柳川・大住（純） （高台寺） 29 細川・倉知 (緑陵高）

7 海老澤・藤井 （藤女高） 30 有馬・横川 （高台寺）

8 田中・宮田 (網南高） 31 細川・牧野 （藤女高）

9 布田・品川 (南　中） 32 佐々木・南 （緑陵高）

10 矢口・矢口 (留辺蕊) 33 阿部・矢野 (網南高）

11 松原・谷村 （工　大） 34 高橋・阪東 (柏陽高)

12 丸谷・小林 （工　大） 35 畠中・濱岡 （工　大）

13 辻・山本 (網南高） 36 君野・門馬 (北見ク)

14 大矢根・石澤 （柏陽高） 37 岸本・稲村 （高台寺）

15 松澤・大住（修） （高台寺） 38 坪川・善方 （工　大）

16 加藤・成田 (工業高） 39 細川・赤松 （留辺）

(ひつじ）

17 寄金・斉藤 （留辺・Ｋ） 40 佐藤・大原(千) （留辺蕊）

18 山本・大原(知) (留辺蕊) 41 高橋・吉田 (網南高）

19 岡本・松倉 (柏陽高) 42 武藤・加城 （ＢＴＴＢ）

20 井上・田端 （工　大） 43 岩澤・福山 (工業高）

キ

21 bye （　　　） 44 酒井・倉知 (緑陵高）

22 佐々木・松浦 （工業高） 45 稲毛・加藤 （柏陽高）

23 政岡・村本 （ＢＴＴＢ） 46 青木・番平 （工　大）

【3位決定戦】

　　　松原・谷  (工　大)

　　　君野・門  (北見ク)



【シングルス　１】

1 福士 （ひつじ） 25 政岡 (BTTB)
33 41

2 山上 （留辺蕊） 26 加藤 (柏陽高)
1 9

3 松浦 (工業高） 27 牧野 (藤女高)
65 69

4 岸本 (高台寺） 28 善方 （工　大）
2 10

5 石黒 （工　大） 29 松田 （留辺蕊）
34 42

6 竹端 (柏陽高) 30 有馬 （高台寺）
81 83

7 吉田 (網南高） 31 青木 （工　大）
35 43

8 倉知 (緑陵高） 濱
岡

（
工
大

）

32 阿部 (網南高）
3 11

9 松澤 （高台寺） 33 松倉 (柏陽高)
66 70

10 海老澤 (藤女高) 34 外崎 （工　大）
4 12

11 大西 (工業高） 35 秋庭 (緑陵高）
36 44

12 小林 （工　大） 36 門馬 (北見ク)

キ

13 村本 (BTTB) 37 有馬 （ひつじ）
37 89 90 45

14 三科 (工業高） 93 38 山田 (緑陵高）
5 13

15 梁井 （工　大） 39 佐藤 （留辺蕊）
67 71

16 大谷 (緑陵高） 40 福山 (工業高）
6 14

17 大原(千) （留辺蕊） 41 斉藤 （Ｋウイング）
38 46

18 稲毛 (ひつじ) 42 畠中 （工　大）

キ 82 84

19 川岸 (緑陵高） 43 岩澤 (工業高）
39 47

20 山本 (網南高） 44 田中 (網南高）
7 15

21 阪東 (柏陽高) 45 高橋 (柏陽高)
68 72

22 藤井 （藤女高） 46 横川 （高台寺）
8 16

23 佐々木 (工業高） 47 土赤 (藤女高)
40 48

24 濱岡 （工　大） 48 寄金 (留辺蕊）

【決勝戦】
濱　岡 (工　大)

濱　岡 (工　大)

細　川 (緑　陵)



（

【シングルス　２】

49 松田 （ひつじ） 73 君野 (北見ク）
49 57

50 鴇田 (工業高） 74 辻 (網南高）
17 25

51 細川 (藤女高) 75 大住（修） (高台寺）
73 77

52 宮田 (網南高） 76 大原(知) （留辺蕊）
18 26

53 大住(純） （高台寺） 77 石澤 (柏陽高)
50 58

54 井上 （工　大） 78 布田 (南　中)
85 87

55 大矢根 (柏陽高) 79 細川 (留辺蕊)
51 　

　
細
川

(

緑
陵

）

59

56 高谷 (工業高） 80 森下 (緑陵高）
19 27

57 佐々木 (緑陵高） 81 岡本 (柏陽高)
74 78

58 加城 (BTTB) 82 加藤 (工業高）
20 28

59 坪川 （工　大） 83 為乗 （工　大）
52 60

60 山本 （留辺蕊) 84 武藤 (BTTB)

61 山下 （ひつじ） 85 細川 (緑陵高）
53 91 92 61

62 矢口（直） (留辺蕊) 94 86 矢野 (網南高）
21 29

63 南 (緑陵高） 87 稲毛 (柏陽高)
75 79

64 田端 （工　大） 88 赤松 （ひつじ）
22 30

65 長屋 (工業高） 89 矢口（侑） （留辺蕊）
54 62

66 高橋 (網南高） 90 番平 （工　大）
86 88

67 水谷 (柏陽高) 91 高井 (緑陵高）
55 63

68 柳川 （高台寺） 92 里見 (藤女高)
23 31

69 酒井 (緑陵高） 93 笹木 （工　大）
76 80

70 河井 Ｋウイング） 94 成田 (工業高）
24 32

71 品川 (南　中) 95 稲村 （高台寺）
56 64

72 谷村 （工　大） 96 丸谷 （工　大）

【3位決定戦】

93 谷　村 (工　大)

　谷　村　(工　大)

94 寄　金 (留辺蘂)



【1回戦トーナメント】

1 山　上 (留辺蘂) 17 鴇　田 (工業高)

2 岸　本 (高台寺) 18 大住(純) (高台寺)

3 倉　知 (緑陵高) 19 高　谷 (工業高)
横
川

（
高
台
寺

)

キ

4 海老澤 (藤女高) 20 加　城 (BTTB)

5 三　科 (工業高) 21 矢口(直) (留辺蘂)

6 大原(千) (留辺蘂) 22 田　端 (工　大)

7 山　本 (網南高) 23 酒　井 (緑陵高)

8 藤　井 (藤女高) 24 品　川 (南　中)

9 牧　野 (藤女高) 25 大住(修) (高台寺)

10 松　田 (留辺蘂) 26 石　澤 (柏陽高)

11 松　倉 (柏陽高) 27 森　下 (緑陵高)

12 秋　庭 (緑陵高) 28 加　藤 (工業高)

13 佐　藤 (留辺蘂) 29 稲　毛 (柏陽高)

14 福　山 (工業高) 30 矢口(侑) (留辺蘂)

15 高　橋 (柏陽高) 31 里　見 (藤女高)

16 横　川 (高台寺) 32 稲　村 (高台寺)



【2回戦トーナメント】

33 松　浦 (工業高) 49 細　川 (藤女高)

34 石　黒 (工　大) 50 宮　田 (網南高)

35 吉　田 (網南高)
大
矢
根

（
柏
陽
高

）

51 大矢根 (柏陽高)

36 大　西 (工業高) 52 坪　川 (工　大)

37 梁　井 (工　大) 53 南 (緑陵高)

38 稲　毛 (ひつじ) 54 長　屋 (工業高)

39 bye (　　　　) 55 柳　川 (高台寺)

40 佐々木 (工業高) 56 河　井 (Ｋウィング)

41 加　藤 (柏陽高) 57 辻 (網南高)

42 善　方 (工　大) 58 大原(知) (留辺蘂)

43 阿　部 (網南高) 59 岡　本 (柏陽高)

44 外　崎 (工　大) 60 武　藤 (BTTB)

45 bye (　　　　) 61 矢　野 (網南高)

46 斉　藤 (Ｋウィング) 62 赤　松 (ひつじ)

47 田　中 (網南高) 63 笹　木 (工　大)

48 土　赤 (藤女高) 64 成　田 (工業高)



【3回戦トーナメント】
水
谷

(

柏
陽
高

)

65 竹　端 (柏陽高) 73 井　上 (工　大)

66 松　澤 (高台寺) 74 佐々木 (緑陵高)

67 大　谷 (緑陵高) 75 山　下 (ひつじ)

68 阪　東 (柏陽高) 76 水　谷 (柏陽高)

69 有　馬 (高台寺) 77 布　田 (南　中)

70 青　木 (工　大) 78 為　乗 (工　大)

71 山　田 (緑陵高) 79 番　平 (工　大)

72 岩　澤 (工業高) 80 高　井 (緑陵高)

【4回戦トーナメント】
君
野

(

北
見
ク

)81 小　林 (工　大) 85 松　田 (ひつじ)

キ

82 村　本 (BTTB) 86 高　橋 (網南高)

キ

83 政　岡 (BTTB) 87 君　野 (北見ク)

キ

84 畠　中 (工　大) 88 丸　谷 (工　大)

【5回戦トーナメント】
門
馬

(

北
見
ク

)

89 福　士 (ひつじ) 91 山　本 (留辺蘂)

90 門　馬 (北見ク) 92 細　川 (留辺蘂)
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