
【２人チーム戦Ａ組】

前半 後半 チーム名 選　手　名① 選　手　名② 前半 後半 チーム名 選　手　名① 選　手　名②

3 27 滋賀Ｂ 種尾　 智徳 藤原　 智也 25 3 広島Ｄ 石川　 慎二 大岡　 明百

4 28 広島Ｈ 岡田　 寿夫 作田　 孝之 26 4 鹿児島Ｂ 尾方　 幸男 富永　 康行

5 29 大阪Ａ 村野　 渉吏 堤　　　祐樹 27 5 島根Ａ 林田　 栄三 殿川　 一樹

6 30 熊本Ｂ 原　　　昌平 藤永　 北斗 28 6 京都Ａ 勝元　 貴也 小笠原　 匡

7 31 島根Ｂ 細田　 彪流 錦織　 克也 29 7 福岡Ｃ 南　　　玲良 熊　　　凌汰

8 32 愛媛Ｃ 西原　 真吾 斉藤　 勝　 30 8 広島Ｃ 道下　 和明 東　　　孝行

9 33 岡山Ａ 川並　 慎治 飯野　 順平 31 9 学連Ｇ 崫　 健次郎 西田　 亮太

10 34 学連Ｂ 大園　 琢矢 川下　 祐生 32 10 岡山Ｆ 塩㞍　 裕也 中務　 晶太

11 35 京都Ｄ 円山　 和哉 坂本　 健治 33 11 長崎Ａ 原口　 優馬 山下　 知且

12 36 広島Ｇ 波多　 春市 門田　 修　 34 12 京都Ｃ 越川　 拓磨 内藤慎之介

13 37 和歌山Ａ 坂原　 慎平 渡邉　 玲史 35 13 愛媛Ａ 吉田　 敦　 虎尾　 貴之

14 38 学連Ａ 高橋　 晃大 川崎　 未来 36 14 熊本Ａ 中川　 龍成 中川　 貴史

15 39 愛媛Ｂ 大畑　 明律 今井　 学　 37 15 広島Ａ 山本　 智哉 中塩　 貴倫

16 40 高知Ａ 元吉　 康男 津野　 幸弘 38 16 鹿児島Ａ 久冨木　 広 野村　 経博

17 41 広島Ｂ 井戸　 寛　 難波江康雄 39 17 学連Ｃ 新舎　 拓巳 齋藤　 翔　 

18 42 兵庫Ｂ 立花　 尚貴 松本　 拓也 40 18 和歌山Ｂ 阪本　 雪跳 山口　 厚司

19 43 長崎Ｂ 福満　 亮　 德久　 恵大 41 19 高知Ｂ 枦山　 凌　 福永　 一郎

20 44 滋賀Ａ 山本　 誠　 千葉　 鉄也 42 20 広島Ｋ 藤井　 拓海 尾熊　 崚太

21 45
メイク

(兵庫・香川)
立花　 仁貴 森西　 誠　 43 21 京都Ｂ 井上　 裕貴 辻　　　拓也

22 46 学連Ｄ 寺地　 真輝 立花　 和貴 44 22 兵庫Ａ 仲植　 誠真 前田　 広海

23 47 岡山Ｂ 長尾　 康弘 伊浪　 功二 45 23 愛媛Ｄ 高橋　 悠斗 日野　 翔悟

24 48 大阪Ｂ 水野　 紘大 澤田　 信吾 46 24 福岡Ｄ 北谷　 蓮斗 岡本　 龍二

47 25 岡山Ｅ 北村　 巧眞 寺尾　 隼　 

48 26 学連Ｈ 土居下雄平 滝沢　 向星
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【２人チーム戦Ｂ組】

前半 後半 チーム名 選　手　名① 選　手　名② 前半 後半 チーム名 選　手　名① 選　手　名②

3 19 京都Ｆ 撫養凜太郎 村尾　 響希 25 41
メイク

(島根・長崎)
香川　 麗花 山中美智恵

4 20 大阪Ｄ 松田　 健吾 有賀　 徹　 26 42 学連Ｂ 立花　 沙貴 安田明香里

5 21 広島Ｊ 田辺　 雅亨 松藤　 信明 27 43 京都Ｂ 松本八重子 森下　 結　 

6 22 岡山Ｄ 藤井　 進介 人見　 勲　 28 44 広島Ｅ 北川　 幸希 渡邉　 葵　 

7 23 学連Ｆ 前田　 剛志 光村　 栄祐 29 45 岡山Ａ 大井　 典子 新舎菜々美

8 24 福岡Ｂ 樋口　 幹人 四宮　 和裕 30 46 滋賀Ａ 竹山　 亜希 筈井　 飛鳥

9 25 広島Ｆ 尾﨑　 亮平 赤木　 研太 31 47 愛媛Ａ 友澤　 千怜 泉宗　 心音

10 26 和歌山Ｄ 川口 　勝洋 薮中　 茂弥 32 48 学連Ａ 河村　 怜奈 戸塚　 眞由

11 27 学連Ｅ 木原　 陸　 大西　 蓮　 33 3 和歌山Ａ 山本　 菜由 川口　 茉紀

12 28 岡山Ｃ 能㔟　 啓喜 奥山　 新吾 34 4 広島Ｆ 中塩　 美桜 渡邉　 陽　 

13 29 大阪Ｃ 白濱　 大夢 山本　 崇之 35 5 京都Ａ 坂本真貴子 森下　 美紀

14 30 広島 Ｉ 石井　 浩次 住井　 遼平 36 6 岡山Ｄ 西山　 文子 西中川茉央

15 31 京都Ｅ 古賀　 直充 播本　 雄輔 37 7 兵　 庫 石田　 万音 知名　　　光

16 32 広島Ｅ 柳生　 真賢 二宮　 知樹 38 8 熊本Ｂ 小原 ともみ 森永希世子

17 33 福岡Ａ 升水　 祐介 四宮　 佑規 39 9 広島Ａ 石本　 美来 細戸　 千聖

18 34 和歌山Ｃ 三井田　 迅 西田　 一善 40 10 愛媛Ｂ 西山　 京子 岩城　 歩美

19 35 学連Ｃ 森川　 美琴 谷口　 澪奈 41 11 大　 阪 石本恵梨奈 藤田　 美空

20 36 岡山Ｂ 笠原　 益美 三原　 唯　 42 12 学連Ｄ 徳久　 香　 山崎　 優　 

21 37 熊本Ａ 中川　 晶子 今井　 双葉 43 13 島　 根 林田　 尚恵 宮倉　 祐子

22 38 愛媛Ｃ 高橋　 遥夏 山内　 優奈 44 14 広島Ｂ 小川美由希 門田　 裕美

23 39 広島Ｄ 森岡　 美咲 加藤 めぐみ 45 15 岡山Ｃ 井上　 順子 平田千鶴子

24 40 和歌山Ｂ 伊勢川華愛 山本　 栞那 46 16 長　 崎 富永知紗希 松尾　 妃奈

47 17 滋賀Ｂ 北村　　らな 小森　 千沙

48 18 広島Ｃ 藤山　 友結 折口愛里沙
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