
前半 後半 チーム名 前半 後半 チーム名

5 40 茨城Ａ 工藤　ひかる 増井　陸 35 14 京都Ａ 森下　美紀 5 森下　潤 5

36 21 茨城Ｂ 坂野　ニイナ 斉藤　翼 20 43 京都Ｂ 坂本　真貴子 5 坂本　健治 5

41 20 群馬Ａ 渡辺　莉央 宮澤　拓哉 11 46 大阪Ａ 石本　恵梨奈 守屋　雄斗

10 45 群馬Ｂ 渡辺　希哩 清水　嵐太 42 23 大阪Ｂ 小畠　捺希 武本　真明

17 52 千葉Ａ 伊藤　てるみ 小倉　康輔 47 6 奈良Ａ 森　恵美 堤　祐樹

48 9 千葉Ｂ 須藤　真海 佐藤　滉介 24 51 奈良Ｂ 坂田　望実 渡辺　辰男 10

51 10 東京Ａ 野仲　美咲 井口　遼太 13 48 島根Ａ 宮倉　祐子 10 勝部　祐希

18 39 東京Ｂ 中島　梨沙 鈴木　彪雅 44 5 島根Ｂ 林田　尚恵 10 林田　栄三 10

23 38 福井Ａ 小林　奈央 漆崎　寛朗 37 16 広島Ａ 石本　美来 福田　嘉光

34 15 福井Ｂ 高木　則子 10 橋本　優一郎 6 47 広島Ｂ 細戸　千聖 山本　智哉

19 34 静岡Ａ 鈴木　波流 勝又　七夢 21 36 愛媛Ａ 高橋　遥夏 日野　翔悟

50 11 静岡Ｂ 清水　小百合 山本　将 52 13 愛媛Ｂ 山内　優奈 河端　星樹

49 8 愛知Ａ 水谷　秋穂 髙平　沙也斗 33 12 佐賀Ａ 笠原　裕奈 北古賀　孝夫 5

16 37 愛知Ｂ 近藤　菜帆 齋藤　翔 22 41 佐賀Ｂ 中島　望結 野田　賢一朗

9 44 三重Ａ 梶田　ひかる 加藤　勇紀 7 42 熊本Ａ 今井　双葉 藤永　北斗

40 17 三重Ｂ 入江　菜々美 甲地　悠人 38 19 熊本Ｂ 中川　晶子 5 中川　貴史

45 24 三重Ｅ 種瀬　楓華 髙木　裕太 39 18 沖縄Ａ 今井　芹奈 村濱　裕紀

14 35 三重Ｆ 柳川　穂波 10 伊東　将成 8 49 沖縄Ｂ 仲宗根　雅恵 仲宗根　宏樹

43 22 三重Ｉ 宮原　瑠那 水谷　優心

12 33 三重Ｊ 山本　千鶴 10 長田　陽介

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　10月31日（日） 14：00～17：35



前半 後半 チーム名 前半 後半 チーム名

39 24 栃木Ａ 川上　紗季 荒井　崇聡 47 12 兵庫Ａ 立花　沙貴 淺川　啓大

10 49 栃木Ｂ 廣瀬　友紀子 5 新井　審護 22 37 兵庫Ｂ 石田　万音 立花　尚貴

9 42 埼玉Ａ 吉田　由美子 10 今北　侑吾 15 48 和歌山Ａ 安里　紗希 西田　一善 15

38 17 埼玉Ｂ 仲村　麻衣 濱出　恵一 44 9 和歌山Ｂ 山本　菜由 安里　秀策

5 52 東京Ｃ 矢野　彩花 熊沢　颯 49 6 岡山Ａ 三原　唯 飯野　順平

52 11 東京Ｄ 神杉　明音 小川　諒也 16 39 岡山Ｂ 新舎　菜々美 川並　慎治

8 43 神奈川Ａ 菅野　沙織 斎藤　祐太 41 14 徳島Ａ 小林　茜 坂本　政武 10

33 22 神奈川Ｂ 横山　実美 川田　光一 24 45 徳島Ｂ 小林　愛理 澤田　隆一

43 8 静岡Ｃ 徳田　有紀 内藤　広人 13 44 高知Ａ 津野　香代 5 津野　幸弘 5

18 33 静岡Ｄ 戸塚　凪 伊藤　海斗 42 23 高知Ｂ 野村　さや 別役　壽章 15

11 40 愛知Ｃ 林　育美 林　元輝 37 18 長崎Ａ 松尾　妃奈 原口　優馬

40 19 愛知Ｄ 山田　悠畝奈 田口　智博 12 47 長崎Ｂ 富永　知紗希 福満　亮

35 20 三重Ｃ 谷原　美来 新畑　雄飛 17 34 熊本Ｃ 吉本　智佳子 10 吉本　隆夫 10

14 51 三重Ｄ 堀田　恵子 梅田　久徳 10 46 5 熊本Ｄ 小原　ともみ 中川　龍成

23 36 三重Ｇ 森川　好葉 森下　元喜 51 16 鹿児島Ａ 斎藤　こ夏 野村　経博

34 13 三重Ｈ 仁保　愛菜 菊池　彰 6 41 鹿児島Ｂ 丸田　小百合 5 簗川　伸一 5

50 21 滋賀Ａ 筈井　飛鳥 千葉　鉄也 20 35 沖縄Ｃ 稲福　心衣奈 座波　政斗

19 46 滋賀Ｂ 竹山　亜希 池本　雅尚 45 10 沖縄Ｄ 儀間　奈菜美 又吉　海輝

7 38 京都Ｃ 川邊　真央 辻　拓也

36 15 京都Ｄ 畑　紗矢香 大藪　信太郎

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　10月31日（日） 17：55～21：30



前半 後半 チーム名

41-42 19-20 茨 城 工藤　ひかる 増井　陸 坂野　ニイナ 斉藤　翼

21-22 35-36 群 馬 渡辺　希哩 清水　嵐太 渡辺　莉央 宮澤　拓哉

33-34 11-12 千 葉 須藤　真海 佐藤　滉介 伊藤　てるみ 小倉　康輔

11-12 45-46 東 京 Ａ 野仲　美咲 鈴木　彪雅 中島　梨沙 井口　遼太

39-40 17-18 福 井 高木　則子 10 橋本　優一郎 小林　奈央 漆崎　寛朗

35-36 13-14 静 岡 Ａ 鈴木　波流 勝又　七夢 清水　小百合 山本　将

9-10 43-44 愛 知 Ａ 水谷　秋穂 齋藤　翔 近藤　菜帆 髙平　沙也斗

45-46 23-24 三 重 Ａ 入江　菜々美 甲地　悠人 梶田　ひかる 加藤　勇紀

5-6 39-40 三 重 Ｃ 種瀬　楓華 髙木　裕太 柳川　穂波 10 伊東　将成

23-24 37-38 三 重 Ｅ 宮原　瑠那 水谷　優心 山本　千鶴 10 長田　陽介

15-16 49-50 京 都 Ａ 森下　美紀 5 森下　潤 5 坂本　真貴子 5 坂本　健治 5

47-48 5-6 大 阪 石本　恵梨奈 武本　真明 小畠　捺希 守屋　雄斗

7-8 41-42 奈 良 坂田　望実 渡辺　辰男 10 森　恵美 堤　祐樹

49-50 7-8 島 根 宮倉　祐子 10 勝部　祐希 林田　尚恵 10 林田　栄三 10

17-18 51-52 広 島 石本　美来 福田　嘉光 細戸　千聖 山本　智哉

37-38 15-16 愛 媛 山内　優奈 河端　星樹 高橋　遥夏 日野　翔悟

13-14 47-48 佐 賀 笠原　裕奈 北古賀　孝夫 5 中島　望結 野田　賢一朗

43-44 21-22 熊 本 Ａ 今井　双葉 藤永　北斗 中川　晶子 5 中川　貴史

19-20 33-34 沖 縄 Ａ 今井　芹奈 村濱　裕紀 仲宗根　雅恵 仲宗根　宏樹

混合４人チーム戦　Ａ組

選手① 選手② 選手③ 選手④

前半戦・後半戦　11月1日（日） 14：35～18：10



前半 後半 チーム名

13-14 47-48 栃 木 川上　紗季 荒井　崇聡 廣瀬　友紀子 5 新井　審護

43-44 21-22 埼 玉 吉田　由美子 10 濱出　恵一 仲村　麻衣 今北　侑吾

37-38 15-16 東 京 Ｂ 矢野　彩花 熊沢　颯 神杉　明音 小川　諒也

11-12 45-46 神 奈 川 横山　実美 斎藤　祐太 菅野　沙織 川田　光一

21-22 35-36 静 岡 Ｂ 徳田　有紀 内藤　広人 戸塚　凪 伊藤　海斗

45-46 23-24 愛 知 Ｂ 林　育美 田口　智博 山田　悠畝奈 林　元輝

17-18 51-52 三 重 Ｂ 谷原　美来 新畑　雄飛 堀田　恵子 梅田　久徳 10

39-40 17-18 三 重 Ｄ 森川　好葉 森下　元喜 仁保　愛菜 菊池　彰

35-36 13-14 滋 賀 筈井　飛鳥 千葉　鉄也 竹山　亜希 池本　雅尚

41-42 19-20 京 都 Ｂ 畑　紗矢香 大藪　信太郎 川邊　真央 辻　拓也

5-6 39-40 兵 庫 石田　万音 立花　尚貴 立花　沙貴 淺川　啓大

49-50 7-8 和 歌 山 安里　紗希 西田　一善 15 山本　菜由 安里　秀策

19-20 33-34 岡 山 三原　唯 飯野　順平 新舎　菜々美 川並　慎治

7-8 41-42 徳 島 小林　茜 澤田　隆一 小林　愛理 坂本　政武 10

47-48 5-6 高 知 津野　香代 5 別役　壽章 15 野村　さや 津野　幸弘 5

15-16 49-50 長 崎 松尾　妃奈 福満　亮 富永　知紗希 原口　優馬

51-52 9-10 熊 本 Ｂ 吉本　智佳子 10 吉本　隆夫 10 小原　ともみ 0 中川　龍成

9-10 43-44 鹿 児 島 斎藤　こ夏 野村　経博 丸田　小百合 5 簗川　伸一 5

23-24 37-38 沖 縄 Ｂ 稲福　心衣奈 座波　政斗 儀間　奈菜美 又吉　海輝

混合４人チーム戦　Ｂ組

選手① 選手② 選手③ 選手④

前半戦・後半戦　11月1日（日） 10：30～14：05


