
3日目 3日目

11-3,11-3
11-0,11-3,11-1 9-11,11-1

11-4,11-4 11-2,14-12

11-4,7-11,11-9 11-6,6-11

5-11,11-7 11-9,11-5

11-7,11-5 11-6,11-3
11-1,11-0,11-5 11-5,11-7,11-8

11-4,11-0

11-6,11-8,11-6 11-6,12-10,11-8

11-5,11-7 11-3,11-7
11-4,11-7,11-5

11-7,11-3,11-8

11-6,11-9
11-7,5-11,11-7

11-4,11-3,11-3 11-3,11^2,11-3

11-2,11-1,11-2 11-5,11-5,11-8

11-9,11-6,12-10 11-6,11-8,11-5

8-11,11-4,11-5

11-8,4-11,11-7

11-5,11-6,12-10 11-6,11-3,11-4

4-11,11-8,11-2 11-9,4-11,11-7

11-7,6-11,11-7 5-11,8-11,11-9

7-11,11-2 13-11,11-9

11-3,11-6 6-11,11-9 12-10,10-12 11-5,11-4

11-6,11-6 11-5,18-16

11-2,11-5 4-11,11-4,11-9

11-8,11-8,11-7 11-4,11-9,11-4

11-8,11-8 11-4,14-12
7-11,8-11,11-5 11-2,11-4,11-8

11-8,11-9

5-11,11-4
11-3,11-6,11-1 14-12,11-9

11-2,11-5,11-3 11-2,11-5,11-8

11-5,11-8 11-7,12-10

11-9,11-6,12-10 11-5,12-10,11-1

11-4,11-7 9-11,2-11,13-11 11-1,11-6
11-3,11-8,11-4 11-4,12-10

10-12,11-6,11-5 11-7,11-4

11-5,14-12

11-13,13-11 11-1,11-7,11-8

11-8,2-11,11-7

9-11,11-5,11-5

11-7,11-9,11-5 11-6,11-8,11-1

13-11,11-7 11-3,11-6

11-4,11-3,11-9 11-5,11-6,11-3

12-10,11-7,11-5 11-4,11-6

8-11,11-5
11-5,11-4,11-4 11-4,11-6,11-8

11-7,15-13 11-8,7-11,11-7

11-4,11-5
11-6,11-8,11-6 7-11,11-4

11-9,8-11,11-3 11-9,11-3

11-1,11-5,11-1 11-9,11-7,11-8

11-0,11-2 11-5,12-10

11-2,11-4,11-5 11-2,11-1,11-3

11-6,11-2 11-0,11-6

13-11,7-11 11-9,15-13

12-10,11-6 8-11,11-2

7-11,11-9,11-8 11-5,8-11,11-4

11-4,11-5,11-3 11-4,11-7,11-1

11-9,15-17

11-5,11-3

3位決定戦

5日目

選手権男子本戦　【5ゲーム（1回戦のみ3ゲーム）】

五百住　守 (順天堂大学)

俣野　優斗 (立命館大学)

藪中　克未 (北海学園大学)

仲田　大輝 (日本体育大学)

小田　直矢 (大阪市立大学)

和田　広毅 (日本大学)

大黒　蓮 (福岡大学)

佐藤　匠真

小森　健太郎 (早稲田大学)

4日目 4日目

海道　泰喜(順天堂大学)

染谷　駿一 (東北大学)

尾潟　祐亮(順天堂大学)

上條　嵩英 (東北大学)

柏木　理史 (早稲田大学)

櫻井　裕太 (早稲田大学)

山城　太祐 (東京農業大学)

石川　望実 (早稲田大学)

尾潟　祐亮 (順天堂大学) 海道　泰喜 (順天堂大学)

山口　大志 (福岡大学) 中野　冬登 (福岡大学)

橋口　博行 (福岡大学)

朝倉　大貴 (学習院大学) 小坂　将也 (順天堂大学)

佐々木　雅 (福岡大学) 江原　大樹 (明治大学)

前田　惇也 (早稲田大学)

中尾　光太 (学習院大学) 田村　嘉基 (大阪市立大学)

得田　佑介 (立命館大学) 平下　直哉 (広島修道大学)

佐藤　耕造 (東北大学) 金内　貴文 (東北大学)

金丸　陽広 (順天堂大学) 内田　崇 (日本大学)

中川　友介 (東北大学) 栗山　淳喜 (北海道大学)

松岡　哲平 (立命館大学) 池谷　征 (北海道大学)

金澤　駿 (慶應義塾大学) 村松　賢悟 (慶應義塾大学)

佐藤　滉斗 (北海道教育大学旭川校) 中村　謙太 (大阪大学)

水上　敏行 (東海大学) 松永　喜樹 (福岡大学)

今町　友 (日本体育大学) 紙谷　俊太郎 (北海学園大学)

石川　星朗 (順天堂大学) 河野　宏明 (順天堂大学)

(早稲田大学) 加藤　翔貴 (立命館大学)

村山　知嶺 (早稲田大学) 青木　大之 (日本体育大学)

堀越　賢来 (広島修道大学) 河野　航大 (順天堂大学)
11-1,11-3,11-8

高田　佑太 (北海道大学) 萩野　友博 (明治大学)

高嶋　亮太 (東海大学) 川俣　尚也 (福岡大学)

井上　恵輔 (福岡大学) 盛野　裕輝 (学習院大学)

砂本　風賀 (広島修道大学) 寺嶋　雄志 (北海道大学)

刀禰　智文 (福岡大学) 笹倉　勇治 (明治大学)

古口　雄大 (慶應義塾大学) 岩下　功征 (東京農業大学)

渡邉　壱成 (北海学園大学) 三崎　裕太 (早稲田大学)

井手　大夢 (早稲田大学) 酒井　源志 (大阪大学)

浦　弘樹 (北海学園大学) 大久保　佳晃 (早稲田大学)

寺井　達哉 (広島国際大学) 宇田　大輝 (北海学園大学)

木暮　健人 (順天堂大学) 村田　鉄馬 (順天堂大学)

神野　峻佑 (大阪市立大学) 泉　祐希 (東北大学)

豊澤　良晟 (慶應義塾大学) 富谷　浄信 (立命館大学)

飯塚　雄太 (東海大学) 春日　優介 (北海道大学)

乙部　航平 (中京大学) 高木　俊輔 (広島修道大学)

吉井　直毅 (東北大学)

佐藤　一樹 (東海大学)
高島　京平 (日本体育大学)

五十嵐　祐輔 (日本大学) 菅原　陸 (北海学園大学)

2日目 2日目

遠藤　大樹 (東北大学) 上杉　健吾 (東北大学)

机　龍之介 (順天堂大学) 林　尚輝 (専修大学)

吉本　和樹 (福岡大学) 柏木　達 (慶應義塾大学)

小島　宏和 (専修大学) 辻　貴大 (福岡大学)



1日目 2日目 3日目 3日目 2日目 1日目

11-0,11-1,11-3 11-3,11-1,11-2

w/o
7-11,15-13,11-6 11-6,8-11

11-5,11-3
11-8,7-11,9-11

11-5,11-7

11-5,11-6 11-7,12-10

11-1,11-2,11-4 13-11,11-4,11-4

11-2,11-2

11-6,6-11

11-4,14-12 11-4,11-8,13-11

w/o

4-11,13-11 11-9,11-6

11-4,11-4 11-8,11-2,11-7

11-9,10-12,12-10

11-4,11-4

12-10,7-11,10-12 11-9,12-10,11-7

11-7,12-10

11-2,11-3,11-2 11-5,11-9,11-7

11-3,11-2,11-7 11-5,11-3,11-7

11-6,15-13

11-6,11-7 11-9,13-15

12-10,11-8 11-2,11-7,11-6

11-6,7-11,11-6 11-3,11-3
11-7,11-3,9-11

7-11,11-9 11-9,11-6,11-7

4-11,11-9,12-10

11-2,11-6 11-6,12-10

6-11,11-6
11-6,8-11,11-7

11-9,11-6 4-11,11-6 11-3,11-6

11-4,11-6

9-11,11-7 5-11,11-8

11-7,11-2 11-9,6-11,11-9

11-6,11-9
11-5,11-5,11-2 11-4,11-5,11-5

11-5,11-9,11-4 11-8,11-5,11-4

11-5,11-1,11-3 11-5,11-5,11-5

11-6,11-6

11-4,11-6 11-13,11-6,9-11

11-9,11-9 11-4,5-11,11-5

11-5,11-7 11-4,9-11 12-10,7-11,11-7

11-7,11-3 11-6,11-4,11-7

11-1,11-3 w/o

11-7,12-10,11-4 11-8,11-5,11-5

17-15,11-6 11-1,11-5
11-1,11-2,11-4

11-7,11-8

7-11,13-11 11-6,11-5
11-9,8-11,11-9

w/o
15-13,11-5,11-4

11-3,11-6,11-5 11-3,11-3,11-6

11-6,11-4,11-7 11-5,11-9,11-7

11-4,11-2

11-3,11-5 4-11,11-8

11-5,11-5 12-10,12-10,12-10

14-12,11-5

11-5,8-11,11-9

11-5,11-5,11-4 12-10,11-6,11-5

11-1,11-4 11-1,11-0

11-5,11-2,11-7 11-4,11-7,11-2

11-2,11-2 11-3,11-0
11-7,10-12,7-11

11-6,12-10

11-1,11-6,11-5

11-6,11-7

12-10,11-4
11-7,11-7,11-8 11-1,11-2,11-5

4-11,11-9,6-11

11-9,11-9

3位決定戦

5日目

11-9,11-5,11-3

中平　百香(慶應義塾大学)

三井　梢(明治大学)

残間　千遥 (学習院大学)

大高　南帆 (龍谷大学)

高橋　祥子 (東京家政大学)

鈴木　麻理奈 (天使大学)

中本　景子 (青山学院大学)

中平　百香 (慶應義塾大学)

選手権女子本戦　【5ゲーム（1回戦のみ3ゲーム）】

日原　冬華 (日本体育大学) 庄司　ひめ (帝京科学大学)

二宮　茉優 (東海大学) 河野　みすず (学習院大学)

4日目 4日目

酒井　真美 (順天堂大学)

福永　稚菜 (早稲田大学)

今川　亜紗子 (早稲田大学) 佐久間　一華 (東海大学)

大田　早織 (東海大学) 岩田　みろく (関西学院大学)

秋田　麻友 (慶應義塾大学)
坪川　苑加 (大阪市立大学)

湯口　文香 (北海学園大学)

長谷川　歩紀 (日本体育大学)

関口　和佳乃 (藤女子大学) 鈴木　誉 (東北医科薬科大学)

阿部　里紗子 (慶應義塾大学) 玉川　陽子 (順天堂大学)

秋元　沙織 (順天堂大学) 仲村　美春 (福岡大学)

松本　菜々子 (立教大学)

郡司　栞那 (安田女子大学) 武石　望 (順天堂大学)

高野　杏菜 (宮城学院女子大学) 川合　麻友 (天使大学)

池田　みず穂 (藤女子大学) 佐田元　香純 (神戸女学院大学)

大坂　奈央 (東北福祉大学)

我妻　友里香 (日本体育大学) 服部　陽子 (神戸女学院大学)

岡田　晴 (東京農業大学) 遠藤　咲季 (日本大学)

坂本　春珠 (慶應義塾大学) 笹井　美優 (早稲田大学)

江﨑　郁佳 (福岡大学)

柳瀬　真菜 (日本大学) 岸田　藍 (順天堂大学)

勝俣　真綸 (東京工業大学) 高屋　美月 (日本女子体育大学)

岡本　佳織 (広島修道大学) 竹内　優 (立命館大学)

南　紗貴 (関西学院大学)

川尻　亜季 (順天堂大学) 脇坂　春佳 (順天堂大学)

桂　遼子 (立命館大学) 今村　由郁 (明治大学)

岸本　香奈恵 (福岡大学) 斎藤　百香 (早稲田大学)

笹岡　里緒菜 (学習院大学)

西田　未来 (日本体育大学)

早坂　優花 (日本女子体育大学) 宮崎　香菜 (日本大学)

降幡　あかり (立命館大学) 山口　由貴 (学習院大学)

安室　朝海 (宮城学院女子大学) 安達　沙希 (藤女子大学)

林　照瑠美 (福岡大学)

牧野　詩央莉 (大阪大学) 島林　由布子 (立命館大学)

古内　まりな (藤女子大学) 幸田　彩 (広島修道大学)

井手　友紀子 (順天堂大学) 柄澤　亜妃 (日本女子大学)

若林　幸郁 (日本体育大学) 枝廣　映花 (北海道大学)

三木　尚美 (関西学院大学) 野副　ひかり (日本体育大学)

金子　明日雅 (早稲田大学) 郷原　香織 (日本大学)

菅原　美佐希 (北海道情報専門学校) 吉田　美月 (東北医科薬科大学)

佐藤　志菜乃 (慶應義塾大学) 赤塚　優香 (北海学園大学)

佐野　はるか (大阪市立大学) 河合　榛名 (立命館大学)

飯塚　千尋 (東北医科薬科大学) 溝尾　佳穂子 (学習院大学)

大竹　聡美 (学習院大学) 岡本　麗美 (東海大学)

池田　茉佑子 (福岡大学) 宮本　茜 (日本体育大学)

大崎　香菜 (福岡大学) 岡野　由佳 (日本体育大学)

寺尾　みちる (広島修道大学) 長谷川　采香 (日本女子体育大学)

三井　梢 (明治大学) 坂井　日向子 (早稲田大学)

金　炯珠 (明治大学) 武安　真由子 (学習院大学)



1日目 2日目 3日目 4日目 4日目 3日目 2日目 1日目

11-2,11-3 11-6,11-9

11-3,11-5 11-4,11-8

7-11,11-8,11-4 11-5,11-5 11-4,11-9 11-4,11-4

5-11,11-5 9-11,11-7

11-3,11-3 11-6,12-10

w/o

11-9,11-6

11-9,11-4 8-11,11-7 11-6,11-5

11-2,12-10

11-8,11-4,7-11

11-3,11-6 10-12,11-9 11-3,11-4

11-8,11-8 12-10,11-6

11-9,11-6 11-7,11-5

12-10,3-11,11-9 11-6,11-6,11-5

7-11,7-11,11-8 11-4,11-3

11-6,11-8 11-7,11-8

11-3,11-6

11-7,11-9
3-11,9-11,11-8 11-6,10-12 11-3,11-5

11-7,11-9 11-6,11-6

11-5,11-5 11-6,11-5

11-3,11-4 9-11,11-8,15-13

w/o 12-10,11-8

11-5,11-9,11-7

11-8,12-10

7-11,11-9
11-3,7-11,11-9 11-9,11-3

11-9,11-8 11-4,11-7

11-3,11-2 3-11,11-7 11-6,11-6
11-8,11-7,11-3 11-3,11-9

11-5,11-3 11-4,11-4

11-9,5-11,11-5

12-10,11-5

11-7,11-3 17-15,11-5

11-4,11-6,11-8 11-8,6-11,8-11

11-1,11-2 11-7,11-8 11-5,11-3

12-14,11-8,13-11 11-8,11-4

11-1,11-1 11-5,11-2
11-3,11-6,11-6

藤澤　剛志 (慶應義塾大学)

川口　竜矢 (北海学園大学)

西村　颯真 (関西学院大学)

3位決定戦

俵屋　友輝 (大阪市立大学)

山本　琢巳 (北海道大学)

平山　知輝 (学習院大学)

森　利樹 (中京大学)

松原　海斗 (順天堂大学)

門脇　駆(慶應義塾大学)

田中　雅英 (学習院大学)

伊藤　巧登 (北海学園大学) 佐藤　友星 (北海学園大学)

進藤　哲志 (学習院大学) 伊藤　晃 (青山学院大学)

佐野　耕太郎 (早稲田大学) 平尾　優樹 (東海大学)

藤原　健太郎 (大阪大学)

堀越　健仁 (早稲田大学) 櫻井　柊人 (東北大学)

宮本　大雅 (順天堂大学) 丸山　直仁 (広島修道大学)

松岡　浩太 (明治大学) 大貫　瑞樹 (専修大学)

11-4,11-5,11-9

乙田　希 (福岡大学) 吉田　将馬 (北海学園大学)

岸　拓海 (東北大学) 副松　穣太 (早稲田大学)

菅野　基樹 (明治大学)

中島　祐樹 (慶應義塾大学) 工藤　匠悟 (東京農業大学)

山田　翔太 (日本体育大学) 西　凛太郎 (慶應義塾大学)

斎藤　航輝 (立教大学) 長谷川　柊 (中京大学)

赤坂　拓紀 (大阪大学) 肥田　健太 (福岡大学)

小野田　啓司 (東北大学) 岩堀　遼馬 (北海道大学)

澤井　一樹 (大阪市立大学) 吉田　陽貴 (早稲田大学)

伊藤　晴輝 (慶應義塾大学) 市川　雄二郎 (北海学園大学)

三角　陸斗 (早稲田大学) 門脇　駆 (慶應義塾大学)

内田　貴也 (青山学院大学) 飯塚　真生 (学習院大学)

岡部　徳慶 (関西学院大学) 鈴木　翔 (日本大学)

海老原　広大 (慶應義塾大学) 岩本　優介 (北海学園大学)

横田　恭平 (福岡大学) 飯塚　友之 (福岡大学)

丸山　亮太 (日本体育大学) 久保　亘蔵 (慶應義塾大学)

土井　慎平 (東北大学) 高木　良輔 (大阪市立大学)

宇田　直人 (関西学院大学) 福島　涼 (東海大学)

乙田　希(福岡大学)

5日目

新人男子本戦【3回戦より5ゲーム、それ以外は3ゲーム】

滝田　晃嗣 (日本体育大学)

田淵　壱晴 (福岡大学)

中山　裕太 (大阪大学)

江川　和樹 (中京大学)

萩野　海 (明治大学)

東　哲平 (東北大学)

小島　剛志 (広島修道大学)



1日目 2日目 3日目 4日目 4日目 3日目 2日目 1日目

11-3,11-4

11-4,11-1 11-5,11-6

11-3,11-7

11-6,11-7
11-2,11-0,11-1 11-7,11-5,11-5

11-9,12-14,11-8

11-5,11-7

11-3,11-7 11-8,11-9

11-9,11-8 w/o

11-4,11-6,11-4

11-6,11-8,11-8

11-7,11-5 11-5,11-6

11-4,11-9 11-0,11-4

11-5,11-6

11-8,11-8

11-5,11-9,11-3 11-5,11-7

11-8,11-4 11-4,11-4

8-11,11-7
11-7,8-11,11-7 11-4,11-4

11-5,11-1 11-5,11-5 11-3,11-7
11-2,11-5,11-7 7-11,12-10

11-6,11-5 11-2,11-4

11-3,11-3 13-11,11-2

11-8,5-11,16-14

6-11,12-10,11-2

11-2,11-4,11-5 11-4,12-10,11-5

11-6,11-4 11-3,11-6
11-8,10-12,13-11

11-8,11-5

11-9,11-9 11-8,11-3
11-3,11-6,11-6 11-8,12-10,11-2

11-9,11-3 11-7,11-3

11-3,11-1 11-4,11-0

13-11,11-6
5-11,11-2,11-9

11-3,11-1,11-6

11-5,11-0,11-2

11-8,11-5 11-5,3-11,11-5

11-8,12-10,11-8 10-12,11-6,11-2

w/o w/o

11-8,11-8,11-7

新人女子本戦【3回戦より5ゲーム、それ以外は3ゲーム】

5日目

北崎　悠華 (福岡大学)

久保田　栞 (広島修道大学)

小川　春香 (順天堂大学) 隈元　香子

関口　綾菜

白戸　愛 (学習院大学) 及川　もも子

増渕　有華 (日本大学)

3位決定戦

脇　はる菜 (北海道武蔵女子短期大学)

鈴木　柚奈 (青山学院大学)

高橋　茅宏 (日本体育大学)

川村　梨沙 (明治大学)

塩ノ谷　優花 (学習院大学)

山崎　沙綾 (大阪市立大学)

石原　彩香 (大阪大学)

小塚　史穂 (日本体育大学)

11-9,12-10,11-4

篠原　和(福岡大学)

鎌野　真穂(早稲田大学)

(宮城学院女子大学)

青木　梨沙

(早稲田大学)

(慶應義塾大学) 和賀　洸 (北海道武蔵女子短期大学)

木本　小百合 (大阪市立大学)

大和　英理子 (学習院大学)

吉川　朋花 (青山学院大学)

(北海学園大学)

村田　沙耶 (大阪市立大学)

遠藤　瑞樹 (青山学院大学) 佐子川　さやか (東北大学)

市川　実り (日本体育大学)

塩谷　真実 (早稲田大学) 澤　起奈子 (順天堂大学)

大平　朋実 (慶應義塾大学)

杉村　真唯 (北海道教育大学旭川校)

源　萌絵 (大阪大学) 久保田　玲奈 (早稲田大学)

山本　しず音 (早稲田大学) 与野　あかね (大阪大学)

福山　真理奈 (福岡大学)

井川　瑤子 (立命館大学) 永井　遥香 (明治大学)

後藤　未沙 (北海道武蔵女子短期大学) 村本　笑実 (北海商科大学)

篠原　和 (福岡大学) 鎌野　真穂 (早稲田大学)

(大阪市立大学) 香川　咲貴 (日本体育大学)

笹木　鈴香 (北海学園大学) 山田　朱里 (北海学園大学)

岩渕　芽生 (宮城学院女子大学) 山邊　里菜 (広島修道大学)

田中　理子 (青山学院大学)

田中　未波 (日本大学)

杉原　南空 (日本女子体育大学) 塩田　美緒里 (日本大学)

五十嵐　千紗 (北海商科大学) 山口　花乃 (広島修道大学)

小林　実代 (順天堂大学) 鈴木　もも (日本女子体育大学)

緒方　愛佳 (福岡大学)

東　菜摘

榎本　あかり (日本体育大学)

高山　茜 (福岡大学) 村井　見名 (駒澤大学)

丸山　奈穂 (神戸女学院大学) 今野　真希 (天使大学)

鯨井　梨瑚 (明治大学) 板倉　英里 (福岡大学)

小村　菜々子 (慶應義塾大学)



3日目 3日目

11-5,11-3
12-10,11-6

11-9,7-11,17-15

11-8,11-7

12-10,4-11,14-12

11-4,11-1
10-12,11-7,11-6

7-11,11-9,11-9

10-12,11-7,11-7

11-9,11-7 9-11,11-4,11-9

11-9,11-7 w/o

11-9,11-7
9-11,11-1,11-6

11-5,11-3 11-8,12-10

11-7,11-3 13-15,11-9,11-9

11-6,12-10

11-7,11-4

11-3,11-8 11-9,5-11,11-5

11-5,11-8

11-4,11-5

11-8,11-2 11-3,11-4

12-10,11-9

11-9,12-10

11-7,11-6
8-11,11-8,12-10

10-12,11-5,11-9 11-4,11-4

11-7,11-7

11-8,11-7

11-7,11-9
5-11,11-9,14-12

※…2日目初戦敗退者が生じた場合のみ

選手権男子プレート【全て3ゲーム】

※ ※

4日目 4日目5日目

(慶應義塾大学)

(早稲田大学)

(立命館大学) 平下　直哉

(明治大学) 中尾　光太

山城　太祐
(東京農業大学)

富谷　浄信

刀禰　智文

五百住　守

(大阪市立大学) 前田　惇也

(早稲田大学) 乙部　航平

(明治大学) 吉本　和樹

(慶應義塾大学) 浦　弘樹
※ ※

4-11,15-13,11-9

(北海道大学) 染谷　駿一

(東北大学) 中川　友介

(東海大学) 紙谷　俊太郎
※ ※

(日本体育大学) 川俣　尚也

(東北大学) 上杉　健吾

(福岡大学) 池谷　征

(大阪大学) 金澤　駿
※ ※

(日本大学) 大黒　蓮

(大阪市立大学) 高田　佑太

(立命館大学) 高木　俊輔

栗山　淳喜

橋口　博行

萩野　友博

石川　望実

神野　峻佑

古口　雄大

小森　健太郎

岩下　功征

笹倉　勇治

柏木　達

得田　佑介

酒井　源志

(順天堂大学)

(福岡大学)

(東京農業大学)

(立命館大学)

(学習院大学)

(広島修道大学)

(福岡大学)

(中京大学)

(早稲田大学)

(北海学園大学)

(北海学園大学)

吉井　直毅

今町　友

俣野　優斗

田村　嘉基

和田　広毅

高嶋　亮太

遠藤　大樹

(広島修道大学)

(北海道大学)

(福岡大学)

(慶應義塾大学)

(東北大学)

(東北大学)

(北海道大学)

(東北大学)

(福岡大学)



3日目 3日目

11-9,4-11,11-9

11-6,12-10

11-7,11-5

11-3,11-6 11-7,11-9

11-2,11-9

11-3,11-6 12-10,11-5

11-8,5-11,11-8

5-11,11-6,11-7

13-11,12-14,11-7

11-4,11-3

11-9,11-9 11-8,5-11,11-7

6-11,11-8,11-3

11-4,9-11,11-2

11-9,11-8 11-6,11-5

11-0,14-12 11-3,13-11

11-6,11-9

11-7,11-9

16-14,11-1

12-10,11-8

11-8,11-7
6-11,11-5,11-7

w/o w/o

11-7,6-11,11-8

11-9,11-6

12-10,11-6

11-7,11-7
13-15,11-5,11-7 11-4,11-3

10-12,11-7,11-8 11-1,11-2

5-11,11-8,11-5 w/o

※…2日目初戦敗退者が生じた場合のみ

(東海大学)

選手権女子プレート【全て3ゲーム】

※

4日目 4日目5日目

(早稲田大学) 岸田　藍

※

(大阪市立大学) 岩田　みろく

(広島修道大学) 関口　和佳乃

(立命館大学) 鈴木　麻理奈

高橋　祥子
(学習院大学)

佐久間　一華

(北海道大学) 竹内　優
※ ※

(早稲田大学) 佐田元　香純

(立命館大学) 牧野　詩央莉

(宮城学院女子大学) 中本　景子

(日本大学) 飯塚　千尋
※ ※

(日本体育大学) 仲村　美春

(東海大学) 金　炯珠

(早稲田大学) 山口　由貴

(北海学園大学) 服部　陽子

柳瀬　真菜

安室　朝海

降幡　あかり

赤塚　優香

我妻　友里香

今村　由郁

斎藤　百香

枝廣　映花

三木　尚美 (立命館大学)

(藤女子大学)

今川　亜紗子

二宮　茉優

岡野　由佳

大高　南帆

長谷川　采香

(関西学院大学) 桂　遼子
※ ※

(日本女子体育大学) 安達　沙希

(龍谷大学) 吉田　美月

(大阪大学)

(青山学院大学)

(東北医科薬科大学)

(福岡大学)

(東北医科薬科大学)

(明治大学)

(学習院大学)

(神戸女学院大学)

(天使大学)

笹井　美優

11-6,16-14

(関西学院大学)

(順天堂大学)

(東京家政大学)

(東海大学)

(立命館大学)

(神戸女学院大学)

(北海学園大学)

(帝京科学大学)

(藤女子大学)

大田　早織

佐野　はるか

笹岡　里緒菜

河合　榛名

寺尾　みちる

(明治大学) 湯口　文香

(日本体育大学) 庄司　ひめ



3日目 3日目

11-8,12-10

11-8,8-11,11-9 12-10,9-11,11-9

11-3,11-3 12-10,11-8
7-11,12-10,11-9

11-8,14-16,11-6

11-3,11-4

11-6,12-10
12-10,3-11,11-7

9-11,11-8,11-4

12-10,11-4
11-8,11-13,11-6 11-4,11-8

11-7,11-5

11-7,11-7

11-7,11-7

13-11,11-8
5-11,11-4,12-10

11-6,11-7

11-0,11-7
14-16,11-7,11-9

11-8,11-6
7-11,12-10,11-7

w/o 5-11,11-2,11-2

4日目5日目

新人男子プレート【全て3ゲーム】

4日目

(大阪大学)

(東北大学)

(北海道大学)

(日本大学)

(東北大学)

伊藤　巧登

(東海大学) 中山　裕太

宮本　大雅

(北海学園大学) 櫻井　柊人

(北海学園大学) 内田　貴也

(立教大学) 佐野　耕太郎

(広島修道大学) 土井　慎平

高木　良輔

(大阪市立大学) 岡部　徳慶

(明治大学) 西村　颯真

(専修大学)

平尾　優樹

(慶應義塾大学) 宇田　直人

福島　涼

佐藤　友星

藤原　健太郎

斎藤　航輝

岸　拓海

丸山　直仁

岩堀　遼馬

俵屋　友輝

鈴木　翔

松岡　浩太

小野田　啓司

西　凛太郎

大貫　瑞樹

(東北大学)

(順天堂大学)

(大阪大学)

(青山学院大学)

(早稲田大学)

(大阪市立大学)

(東北大学)

(福岡大学)

(関西学院大学)

(日本体育大学)

(関西学院大学)

(学習院大学)

(関西学院大学)

(東海大学)

6-11,11-9,11-8

飯塚　真生

山田　翔太

肥田　健太



3日目 3日目

11-8,11-5

11-3,13-11
7-11,11-8,15-13

w/o

w/o 11-6,11-1

11-7,8-11,11-5

12-10,11-3

11-4,11-7 11-8,11-9

11-4,11-9 14-12,11-5

11-6,11-1
4-11,11-5,11-7

11-7,11-7 11-7,16-14

11-4,11-4

11-0,11-7

12-10,11-4 11-5,6-11,11-4

11-13,12-10,11-6 9-11,13-11,11-5

11-4,11-8 11-7,11-6

13-11,8-11,11-7

11-5,11-8

11-6,11-3

11-9,11-8

11-8,13-11

4日目5日目

新人女子プレート【全て3ゲーム】

4日目

(日本大学)

(慶應義塾大学)

(日本体育大学)

(青山学院大学)

(福岡大学)

香川　咲貴

久保田　栞

(日本体育大学) 岩渕　芽生

(広島修道大学) 石原　彩香

(日本体育大学) 佐子川　さやか

高山　茜

(日本体育大学) 山邊　里菜

(青山学院大学) 五十嵐　千紗

(北海商科大学) 木本　小百合

及川　もも子

(北海道武蔵女子短期大学) 北崎　悠華

(大阪市立大学) 山崎　沙綾

(明治大学) 久保田　玲奈

(立命館大学)

(北海学園大学) 田中　理子

市川　実り

榎本　あかり

塩田　美緒里

鈴木　柚奈

青木　梨沙

村本　笑実

小塚　史穂

後藤　未沙

吉川　朋花

東　菜摘

板倉　英里

関口　綾菜

井川　瑤子

鯨井　梨瑚

(東北大学)

(大阪大学)

(宮城学院女子大学)

(広島修道大学)

(福岡大学)

(北海商科大学)

(宮城学院女子大学)

(大阪市立大学)

(大阪大学)

(福岡大学)

(北海道武蔵女子短期大学)

(大阪市立大学)

(大阪大学)

(青山学院大学)

(早稲田大学)

8-11,11-8,11-9

源　萌絵

脇　はる菜

与野　あかね


