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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final
ラフ 井元 悠人 

1 ラフ 前田 優 井元 悠人 
  前田 優 

2  Bye 1  井元 悠人 
げんきキッズ 田邉 唯織  前田 優 

3 げんきキッズ 高村 玲太 坪根 寛太 6-0  
ラフ 坪根 寛太 平野 明  

4 ラフ 平野 明 w.o. 井元 悠人 
NTCクラブ 有浦 耀  前田 優 

5 NTCクラブ 渡邉 巧 寺岡 正太郎 6-0  
ラフ 寺岡 正太郎 山元 琉聖  

6 ラフ 山元 琉聖 6-0  油布 航 
   濱嵜 史哉 

7  Bye 7 油布 航 6-0  
EARNEST T.A 油布 航 濱嵜 史哉  

8 ORION.TS 濱嵜 史哉  井元 悠人 
臼杵ジュニア 桜木 大生  前田 優 

9 ロケーション 豊田 亮太 桜木 大生 8-3  
  豊田 亮太  

10  Bye 3  桜木 大生 
EARNEST T.A 小出 遥喜  豊田 亮太 

11 EARNEST T.A 辰本 遥希 小出 遥喜 6-0  
ラフ 中村 真 辰本 遥希  

12 ラフ 谷川 和 7-5  村島 颯天 
ラフ 安部 凌矢  清原 泰介 

13 ウェボT.S 用正 泰雅 大塚 新理 6-3  
T I P 大塚 新理 小林 郁哉  

14 T I P 小林 郁哉 6-4  村島 颯天 
ロケーション 村島 颯天  清原 泰介 

15 ロケーション 清原 泰介 村島 颯天 6-3  
別府クラブ 桑原 泰 清原 泰介  

16 別府クラブ 遠入 暁兜 6-1  井元 悠人 
樹の里T.C 新納 勇志  前田 優 

17 ラフ 松尾 匠翔 新納 勇志 8-3  
  松尾 匠翔  

18  Bye 6  新納 勇志 
樹の里T.C 寺山 航平  松尾 匠翔 

19 樹の里T.C 文 織雅 橋爪 諒雅 6-1  
ラフ 橋爪 諒雅 渡辺 鋭門  

20 ラフ 渡辺 鋭門 6-2  新納 勇志 
ラフ 保月 帝成  松尾 匠翔 

21 ラフ 薗田 光 保月 帝成 6-1  
別府クラブ 加藤 誠之介 薗田 光  

22 別府クラブ 森山 滉斗 7-6(3)  保月 帝成 
   薗田 光 

23  Bye 4 川邉 一真 w.o. 
ラフ 川邉 一真 高橋 彪馬  

24 ラフ 高橋 彪馬  二宮 煌太 
T I P 甲斐 風治郎  糸永 龍矢 

25 別府クラブ 神埼 智大 甲斐 風治郎 8-0  
ラフ 池部 碧飛 神埼 智大  

26 ラフ 首藤 蓮 6-4  甲斐 風治郎 
臼杵ジュニア 笹木　 惇也  神埼 智大 

27 臼杵ジュニア 鬼崎 泰成 井上 結仁 6-0  
ウェボT.S 井上 結仁 工藤 夢生  

28 ラフ 工藤 夢生 6-4  二宮 煌太 
げんきキッズ 佐藤 文音  糸永 龍矢 

29 げんきキッズ 池辺 聖人 角町 和弘 6-4  
ラフ 角町 和弘 角町 和真  

30 ラフ 角町 和真 6-2  二宮 煌太 
   糸永 龍矢 

31  Bye 2 二宮 煌太 6-0  
T I P 二宮 煌太 糸永 龍矢  

32 EARNEST T.A 糸永 龍矢  
  順位 3-4 村島 颯天 
 清原 泰介 新納 勇志 
 新納 勇志 松尾 匠翔 
 松尾 匠翔 6-2  


