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川畑　孔明 北出　達也 田中　槙太 山添　晄太郎
フェニックスクラブ 丸岡卓球ＪＳＣ 森田ジュニア 清水クラブジュニア 2-1

関　　隼人 菅原　一樹 山本　　快
ミナミラボ 鯖江王山 小松ジュニア 1-1

五十嵐　悠人 関野　　旬 五十嵐　悠翔
Practice Jr 大野クラブＪｒ 円山スポ少 3-1

大山　北斗 出雲路　健史 大神　裕輝
若狭TTC フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 1-2

竹中　大稀 片岡　大祐 杉本　開輝
卓愛レジェンド ミナミラボ 鯖江王山 2-2

中堀　稔也 示野　玄悟 大西　正将
清水クラブジュニア 明成クラブ 鯖江王山 1-3

小田　悠生 川端　颯真 高山　勇弥
フェニックスクラブ 美山スポ少 春江卓球クラブJr 4-1

村井　海樹 仲保　鴻希 天谷　湊心
フェニックスクラブ ミナミラボ 森田ジュニア 1-4

田中  智哉 森下　優斗 太田　風志
鯖江王山 美山スポ少 大野クラブＪｒ 2-3

村川　陽仁 大野屋　驍人 坪川　　碧
金津卓球スポ少 清水クラブジュニア 丸岡卓球ＪＳＣ 1-5

重僧　礼夢 野路　悟史 鈴木　匠
美山スポ少 フェニックスクラブ Practice Jr 3-2

上村　啓仁 冨田　結斗 村井　唯晟
大野クラブＪｒ ミナミラボ フェニックスクラブ 1-6

岡本　照英 木下　結斗 大岩　優貴
Practice Jr 春江卓球クラブJr 鯖江王山 2-4

大谷　優太 谷口　幸希 杉本　達哉
卓誠会Ｊr 美山スポ少 鯖江王山 1-7

水野　登偉 近藤　詠太 安福　勇瑚 5-1

フェニックスクラブ 若狭TTC 円山スポ少
福田　　心 橋本　修真 堀　　蓮
フェニックスクラブ 卓愛レジェンド 鯖江王山 2-5

石丸　　晃 西尾　一翔 若新　健心
フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 若狭TTC 1-8

光友　陽飛 志田　侑愛 森川　樹希也
ミナミラボ 金津卓球スポ少 清水クラブジュニア 3-3

東　新太 中嶋　　蒼 坪川　青翔
Practice Jr 鯖江王山 丸岡卓球ＪＳＣ 1-9

竹下　孝太朗 山野　佑悟 粂　　直哉
美山スポ少 ミナミラボ フェニックスクラブ 2-6

天谷　春陽 北嶋　友葵 角　　樹
森田ジュニア 春江卓球クラブJr 清水クラブジュニア 1-10

川畑　那央 川島　有陽 寺島　礼斗
フェニックスクラブ 小松ジュニア 大野クラブＪｒ 4-2

野尻　壮平 小坂　瑠羽玖 山川　煌生
美山スポ少 清水クラブジュニア 大野クラブＪｒ 1-11

矢戸　蒼真 徳田　光希 川畑　小次郎
円山スポ少 鯖江王山 フェニックスクラブ 2-7

田中　佑貴斗 奥村　海斗 藤本　悠志
丸岡卓球ＪＳＣ ミナミラボ 鯖江王山 1-12

近藤　快成 宮崎　茉空 村田　英志朗
フェニックスクラブ 卓愛レジェンド Practice Jr 3-4

鮒田　樹季 石本　亜希翔 新村　悠貴
小松ジュニア 森田ジュニア Practice Jr 1-13

吉村　魁晟 山本　晏慈 檜木　爽夢
鯖江王山 美山スポ少 清水クラブジュニア 2-8

久保　星多郎 三屋　侑聖 渡辺　大輝 羽生　晴音
フェニックスクラブ 春江卓球クラブJr ミナミラボ 大野クラブＪｒ
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畠山　礼乃 池田　結香 硲　　瑞季

フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 春江卓球クラブJr 2-1

圓道　瑠衣 宮越　史奈 石本　莉奈

金津卓球スポ少 卓誠会Ｊr 森田ジュニア 1-1

前田　靜璃 津田　那智 竹林　海音

大野クラブＪｒ 丸岡卓球ＪＳＣ 美山スポ少 3-1

森國　穂乃花 藤田　愁椛 小辻　花音

ミナミラボ フェニックスクラブ 万葉ＪＴＣ 1-2

嶋田　夏実 村下　心瑚 張　　美希

卓愛レジェンド 大野クラブＪｒ 清水クラブジュニア 2-2

多田　樹杏 堂下　なみか 亀岡　みい

若狭TTC 大野クラブＪｒ 卓誠会Ｊr 1-3

小山　蘭琉 大西　伶奈 居関　みちる 4-1

Practice Jr 鯖江王山 森田ジュニア

橋本　莉緒 石井　琉愛 森川　曉

金津卓球スポ少 万葉ＪＴＣ 卓愛レジェンド 2-3

濱北　　彩 村上　紗季 木村　桃子

大野クラブＪｒ 小松ジュニア フェニックスクラブ 1-4

木村　円香 伊坂　美南 三上　紗愛

森田ジュニア 卓誠会Ｊr 清水クラブジュニア 3-2

津田　希那 武田　楓羽 天谷　莉穂

丸岡卓球ＪＳＣ 万葉ＪＴＣ 森田ジュニア 1-5

吉村　日香梨 成瀬　結衣 宮崎　智花

ミナミラボ フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 2-4

寺本　沙希子 三屋　侑聖 堂下　ゆめか 5-1

美山スポ少 春江卓球クラブJr 大野クラブＪｒ

新谷　莉央 大畑　美未 志田　愛珠

フェニックスクラブ 大野クラブＪｒ 金津卓球スポ少 2-5

亀岡　　澪 香川　聡美 大岩　悠乃

卓誠会Ｊr 森田ジュニア 鯖江王山 1-6

高村　このみ 佐藤　舞佳 張　　瑞希

大野クラブＪｒ 万葉ＪＴＣ 清水クラブジュニア 3-3

堀本　笑那 杉本　來心 廣部　いづみ

ミナミラボ フェニックスクラブ 丸岡卓球ＪＳＣ 1-7

中矢　朱夏 土肥　美結 大畑　心咲

大野クラブＪｒ 卓誠会Ｊr 若狭TTC 2-6

重僧　莉依世 三屋　綾音 柴田　光葉

美山スポ少 春江卓球クラブJr 卓愛レジェンド 4-2

高村　ちなみ 上田　咲綾 居関　かなた

大野クラブＪｒ 万葉ＪＴＣ 森田ジュニア 2-7

中堀　愛子 黒野　千晏 杉本　心麗

清水クラブジュニア 大野クラブＪｒ フェニックスクラブ 1-8

山口　綾奏 中村　優来 奥村　心咲

金津卓球スポ少 卓誠会Ｊr ミナミラボ 3-4

伊藤　三緒 松村　陽菜 加藤　星花

丸岡卓球ＪＳＣ フェニックスクラブ 能美ジュニア 1-9

平田　詩織 田中　真桜 長谷川　結菜

卓誠会Ｊr 森田ジュニア 大野クラブＪｒ 2-8

鈴木　あかり 竹林　　月 大畑　心美

Practice Jr 美山スポ少 若狭TTC
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南谷　健太 原嶋　真聖 樂木　亨丞　
フェニックスクラブ 高志中学校 松岡中学校 1-1

相川　風響 大友　守人 水除　光
福井県立ろう学校 小松ジュニア 開成中学校 2-1

小川　敬寛 奥村　侑生 安川　大和
金津卓球スポ少 ミナミラボ 開成中学校 1-2

矢戸　結斗 前田　琉空 野路　太一
永平寺中学校 美川クラブ 社中学校 3-1

大塚　颯人 岡村　陽輝 清水　孝柾
高山市松倉中学校 高志中学校 開成中学校 1-3

十河　倖ノ介 石丸　巧晟 田中　清陽　
社中学校 フェニックスクラブ 松岡中学校 2-2

高野　幹太 村川　温仁 前田 大輝
金沢市立清泉中 金津卓球スポ少 大東中学校 1-4

齊藤　寛人 道久 広翔 前田　煌陽　
開成中学校 大東中学校 松岡中学校 4-1

北山　　樹 中村　薫琉 村田 暁祐
美川クラブ 開成中学校 大東中学校 1-5

鈴木　雄太 島田屋　奏人 砂　　雄基　
個人 美川クラブ 松岡中学校 2-3

林　駿太郎 石田　愉楽 松田　侑也
高志中学校 森田ジュニア 開成中学校 1-6

金子　拓未 旭　　琉空　 志田　隆輝
小松ジュニア 松岡中学校 社中学校 3-2

加藤　天星 山　　昇悟 道幸　翔汰　
能美ジュニア 開成中学校 松岡中学校 1-7

黒野　瑛太 幸田　暖大 竹本　俊祐
大野クラブＪｒ 高志中学校 小松ジュニア 2-4

白崎　雄大 石上 誠大 朝倉　純
松岡中学校 大東中学校 社中学校 1-8

森廣　扇兜 酒井　優滉 岩田　雄一
フェニックスクラブ 永平寺中学校 開成中学校 5-1

清井　夢斗 清水　琳太郎　 梅澤　　新
金沢市立清泉中 松岡中学校 高志中学校 1-9

弓木　勇治郎 酒井　真翔 水野　丈偉
開成中学校 永平寺中学校 フェニックスクラブ 2-5

北村　空来 大石　希晏 平山　達也　
能美ジュニア 開成中学校 松岡中学校 1-10

矢戸　航太 野尻　祥太 南　　心澄
永平寺中学校 社中学校 小松ジュニア 3-3

高田　　颯 明翫　洸大 建石　功希
雄山中学校 美川クラブ 開成中学校 1-11

仕入　友 森永　　圭 木村 俊貴
社中学校 松岡中学校 大東中学校 2-6

伊藤　匠海 山本　創太 古川　大希
美川クラブ 松岡中学校 開成中学校 1-12

川畑　那智 島田　颯斗 村田　　光
フェニックスクラブ 高志中学校 社中学校 4-2

田中　里空 矢尾　智大 木村 隼也
小松ジュニア 開成中学校 大東中学校 1-13

廣部　圭太 山下 航世 小川　諒太郎
丸岡卓球ＪＳＣ 大東中学校 永平寺中学校 2-7

宮越　大弥 入澤　蓮太 中田　祥太郎
森田ジュニア 開成中学校 美川クラブ 1-14

土田　健眞 新海　壮太 村上　和希
ミナミラボ 高志中学校 小松ジュニア 3-4

小西　真樹 髙山　凰我 大久保 悠生
美川クラブ 開成中学校 大東中学校 1-15

嶋田 龍生 角野　優太　 中山　翔太
大東中学校 松岡中学校 社中学校 2-8

上村　凌世 飯野　拓武 高島　泰一郎　
大野クラブＪｒ 高志中学校 松岡中学校 1-16

清水　海政 沼内　風汰 佐々木　健吾
フェニックスクラブ 開成中学校 永平寺中学校
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直江　　蓮 熊本　瑞月 植村　乃々愛 内藤　琉奈
フェニックスクラブ 高志中学校 大東中学校 開成中学校 1-1

栃倉　翠月 清水　一葉 竹内　爽夏
松岡中学校 春江中学校 陽明中学校 2-1

片岡　実羽菜 木下　絢世 中西　咲花
大東中学校 開成中学校 織田中学校 1-2

角　紗緒里 舘　　里佳 岩佐　心菜
卓誠会Ｊr 松岡中学校 足羽中学校 3-1

大山　莉沙 澤田　純怜 町谷　愛香
若狭TTC 開成中学校 織田中学校 1-3

中村　侑亜 松宮　汐里 谷嶋　美空
足羽中学校 若狭TTC 大東中学校 2-2

高間　愛良 高嶋　桜都 田中　美佳
フェニックスクラブ 松岡中学校 大東中学校 1-4

高村　あかり 坪田　明佑美 片山　結衣
陽明中学校 高志中学校 春江中学校 4-1

川畑　葉那 下田　実由 山岸　夏鈴
フェニックスクラブ 足羽中学校 開成中学校 1-5

寺島　亜紀 安野　花奈 加藤　希彩
春江中学校 大東中学校 高志中学校 2-3

中西　莉瑚 田中　希実 佐々木　陽菜
ミナミラボ 陽明中学校 春江中学校 1-6

形部　香月 杉本　　春 皿澤　唯華
開成中学校 織田中学校 松岡中学校 3-2

浦上　実弓 中村　莉衣 大森　深雪
垂井北中学校 開成中学校 高志中学校 1-7

山次　環子 齋藤　愛結那 漆﨑　朋子
松岡中学校 開成中学校 足羽中学校 2-4

巌　千明希 上田　有桜 藤田　七彩
陽明中学校 大東中学校 織田中学校 1-8

芝田　有里 西島　彩華 常脇　幸愛
若狭TTC 春江中学校 松岡中学校 5-1

太田　朱音 川崎　愛華 吉田　愛理
フェニックスクラブ 陽明中学校 松岡中学校 1-9

加藤　春奈 若新　真心 板取　和都
開成中学校 若狭TTC 大東中学校 2-5

伊東　優実 前川　悠夏 仲谷　綾海
高志中学校 春江中学校 松岡中学校 1-10

嶋田　佳奈栄 加藤　蓮乃 松本　　咲
織田中学校 足羽中学校 開成中学校 3-3

中野　理咲子 五島　星奈 武田　優梨加
フェニックスクラブ 高志中学校 松岡中学校 1-11

北川　空来 辻　　紗季 竹澤　舞優
陽明中学校 足羽中学校 大東中学校 2-6

小澤　優花 南　　瑠璃 馬場　美羽
大東中学校 陽明中学校 松岡中学校 1-12

大下　みさ紀 南　　凜 竹内　七海
若狭TTC 春江中学校 卓誠会Ｊr 4-2

森國　萌花 波吉　和夏菜 竹野　日菜子
ミナミラボ 春江中学校 大東中学校 1-13

安福　花音 伊藤　姫依 木村　友泉
永平寺中学校 卓誠会Ｊr 松岡中学校 2-7

小林　ひかり 岡本　あゆみ 皆川　晴佳
松岡中学校 開成中学校 大東中学校 1-14

池間　夢良 中　　陽菜 坊　すみれ
フェニックスクラブ 陽明中学校 織田中学校 3-4

関野　　光 小林　晴音 中村　優月
春江中学校 松岡中学校 陽明中学校 1-15

長井　美佑 加藤　杏奈 安田　早咲香
開成中学校 足羽中学校 フェニックスクラブ 2-8

小坂　澪莉 田中　　遥 川村　果凛
卓誠会Ｊr 春江中学校 松岡中学校 1-16

高橋　里奈 野村　遙香 田中　見委
若狭TTC 足羽中学校 開成中学校
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