
前半後半 チーム名 前半後半 チーム名

23 36 青森Ａ 武山　あ咲 葛原　康介 38 27 滋賀Ａ 筈井　飛鳥 藤原　智也

36 25 青森Ｂ 斎藤　こ夏 石川　新 25 38 滋賀Ｂ 竹山　亜希 池本　雅尚

5 18 青森Ｃ 中村　水綺 工藤　陽一郎 6 11 和歌山Ａ 安里　紗希 安里　秀策

12 9 青森Ｄ 中村　優花 工藤　壽紀 11 8 和歌山Ｂ 川口　茉紀 渡邉　玲史

26 31 岩手Ａ 小笠原　由美子 小野寺　亮太 29 34 佐賀Ａ 中島　望結 村濱　裕紀

37 26 岩手Ｂ 菅原　要子 菅原　奏 34 23 佐賀Ｂ 吉村　澄栄 5 北古賀　孝夫 5

17 6 福島Ａ 大河内　未来 伊藤　丈 31 28 長崎Ａ 松尾　妃奈 原口　優馬

8 13 福島Ｂ 伊澤　未来 佐藤　智之 28 33 長崎Ｂ 富永　知紗希 徳久　恵大

10 15 群馬Ａ 近藤　眞桜 清水　嵐太 7 12 長崎Ｃ 山中　美知恵 10 古賀　克己

13 10 群馬Ｂ 渡辺　莉央 　 宮澤　拓哉 18 7 長崎Ｄ 山﨑　千代美 5 福満　亮

27 32 群馬Ｃ 川口　美永 5 砂長　空 4 17 鹿児島Ａ 宮里　直美 5 草原　千宏

32 29 群馬Ｄ 渡辺　希哩 瀧村　和則 15 4 鹿児島Ｂ 丸田　小百合 5 久富木　広

16 5 神奈川Ａ 横山　実美 木村　晃

3 16 神奈川Ｂ 柴田　秀美 斎藤　祐太

33 30 新潟Ａ 遠藤　優香 斎藤　理恩

30 35 新潟Ｂ 諏訪間　知子 山崎　真翔

9 14 三重Ａ 谷原　美来 瀬戸　翔

14 3 三重Ｂ 入江　菜々美 　 髙木　裕太

35 24 三重Ｃ 種瀬　楓華 伊東　将成

24 37 三重Ｄ 梶田　ひかる 　 新畑　雄飛

混合２人チーム戦　Ａ組

選手① 選手② 選手① 選手②

前半戦・後半戦　11月20日（土） 15：30～19：20



前半後半 チーム名 前半後半 チーム名

34 23 北海道Ａ 清野　えみり 寺口　卓 26 31 大阪Ａ 石本　恵梨奈 村野　渉吏

25 38 北海道Ｂ 寺口　エミ子 20 尾高　翔太 33 30 大阪Ｂ 岡村　捺稀 堤　祐樹

13 10 宮城Ａ 我孫子　美葵 渡邉　雅司 10 0 18 7 大阪Ｃ 中野　麻希 武本　真明

8 13 宮城Ｂ 根本　遥  山下　大輔 7 12 大阪Ｄ 尾辻　圭子 10 妹背　聡海

9 14 茨城Ａ 吉田　愛 川上　諒 11 8 岡山Ａ 大井　典子 10 上岡　幸高 10

12 9 茨城Ｂ 岩渕　萌香 斉藤　翼 6 11 岡山Ｂ 山内　千恵子 10 森本　達則 10

31 28 茨城Ｃ 工藤　ひかる 増井　陸 29 34 愛媛Ａ 泉宗　心音 虎尾　貴之

28 33 茨城Ｄ 井﨑　寛菜 福田　凌大 36 25 愛媛Ｂ 岩城　歩美 大畑　明律

30 35 東京Ａ 中島　梨沙 井口　遼太 3 16 福岡Ａ 渡邊　美和 5 長尾　健汰

35 24 東京Ｂ 矢野　彩花 鈴木　彪雅 14 3 福岡Ｂ 溝田　月輝 岡本　龍二

16 5 東京Ｃ 照山　莉央 富永　達郎 27 32 大分Ａ 中尾　香女 殿畑　愛富

5 18 東京Ｄ 渡辺　音彩 熊沢　絆 38 27 大分Ｂ 佐藤　幸 10 佐伯　元貴

32 29 石川Ａ 吉田　美咲 河内　唯斗

23 36 石川Ｂ 横山　小枝 田中　椋也

17 6 愛知Ａ 近藤　菜帆 佐藤　宇宙

4 17 愛知Ｂ 林　育美 林　優輝

37 26 愛知Ｃ 山田　悠畝奈 増田　優希

24 37 愛知Ｄ 酒井　愛 田口　智博

10 15 岐阜Ａ 森田　真実 安田　洋規

15 4 岐阜Ｂ 工藤　由佳 夏目　智樹

愛知県 補欠 男 林　剛志 5 大 阪 府 補欠 男 水野　紘大 0
愛知県 補欠 男 酒井　孝司 5

選手②

混合２人チーム戦　Ｂ組

選手① 選手② 選手①

前半戦・後半戦　11月21日（日） 7：30～11：20



前半後半 チーム名 前半後半 チーム名

16 5 栃木Ａ 川上　紗季 人見　皇己 38 27 兵庫Ａ 石田　万音 淺川　啓大

3 16 栃木Ｂ 増山　満枝 5 山本　浩也 27 32 兵庫Ｂ 知名　光 仲植　誠真

37 26 栃木Ｃ 新井　一江 5 田辺　智樹 10 15 広島Ａ 石本　美来 山本　智哉

28 33 栃木Ｄ 吉田　夏帆 新井　審護 15 4 広島Ｂ 渡邉　葵 石井　浩次 10

7 12 埼玉Ａ 荒川　沙里 吉原　正明 26 31 山口Ａ 田中　楓 奥田　悠介

18 7 埼玉Ｂ 坪井　美樹 今北　侑吾 31 28 山口Ｂ 坂田　宗香 品川　圭佑

25 38 埼玉Ｃ 熊田　菜奈海 秋元　優志 8 13 徳島Ａ 小林　茜 星合　一希

34 23 埼玉Ｄ 石井　こころ 坪井　亮太 13 10 徳島Ｂ 小林　愛理 伊達　　猛人

29 34 千葉Ａ 向谷　美咲 吉野　浩章 35 24 熊本Ａ 今井　双葉 藤永　北斗  

32 29 千葉Ｂ 水野　あやか 吉野　貴宣 30 35 熊本Ｂ 中川　晶子 5 中川　貴史

9 14 千葉Ｃ 須藤　真海 佐藤　滉介 17 6 沖縄Ａ 宮國　愛奈 又吉　海輝

14 3 千葉Ｄ 室伏　萌 内野　稔 4 17 沖縄Ｂ 砂川　舞佳 座波　政斗

11 8 山梨＋
ぺーサーＡ 若松　那奈 清水　煌希

6 11 山梨＋
ぺーサーＢ 須永　栞名 荒井　崇聡

24 37 福井Ａ 高木　則子 10 橋本　優一郎

33 30 福井Ｂ 仲島　真帆 橋梅　広土

23 36 静岡Ａ 鈴木　波流 戸塚　翼

36 25 静岡Ｂ 古田　このみ 長澤　椋

5 18 京都Ａ 森下　美紀 5 内藤　慎之介

12 9 京都Ｂ 坂本　真貴子 5 坂本　健治 5

沖 縄 県 補欠 男 小山　正樹 0

混合２人チーム戦　Ｃ組 前半戦・後半戦　11月21日（日） 13：00～16：50

選手① 選手② 選手① 選手②


