
吉村　泰成 山本　涼翔

服部　太陽 石塚　　舜

高野　　優 毛塚　亮汰

青柳　雄大 佐藤　　佑

齊藤　　司 松澤　朋哉

保苅　尚茂 清水　太貴

横山　慶輔 鈴木　宏治

韮沢　響生 今井　　駿

下条　純大 嶋貫　　凌

北原　捺紀 佐藤　伸哉

タナック　真 佐々木　基

鏑城　竜也 曽我　昂生

大上　真弘 佐藤辰之助

越前　健陽 酒井　彗冴

竹内　勇太 桑原　悠希

今井　　陸 佐藤　稚紘

小島　翔太 渡邉　佳起

松井　友我 坂井　大介

前田　　力 五井　駿介

原田　隆司 韮澤　　迅

本間　瑞己 秋山　海沙希

熊谷　宗太 河島　柊二

井沢　光輝 石黒　隼平

髙橋　羽響 渡部　　樹

永島　友樹 大原　琉誠

太田　優吾 五十嵐一彬

和田　翔真 平方　海斗

田畑　翔馬 小柳　俊介

岡崎　丈竜 郷　　侑磨

髙橋　翔也 野澤　大雅

星　　悠斗 佐々木崇弥

和田　空翔 玉木　　楓

後藤　　歩 山本　悠雅

伊藤　碧泉 押野見陽希

伊藤　　練 鹿住　紘生

折笠　祐太 弓納持　樹

野口　　悟 金子　倖輝

北　　康誠 林田　実浩

佐藤　光輝 堀　　光志

平沢　尚樹 近藤　和輝

坂井　雅治 高橋　弘大

樋口　　貴 関口　光輝

北原　　怜 佐藤　陽哉

曾田　斐雨 古沢　紀希

臼杵　浩輝 佐藤　琉朗

本間　勇希 幸田　　健

村山　海斗 中野　琉生

金子　祐大 山田　穂高

松尾　剛瑠 布施　暁登

穂苅　　匠 髙橋　真大

阿部隆之介 杉山　直輝

丸山　　憧 中濱　陸生

田中　　翔 橋本　拓海

佐藤　駿斗 木之内初喜

石井　翔也 工藤　康平

桐生　智哉 大谷　祥吾

佐藤　夏輝 須貝　明紀

佐藤　航平 相馬　汰成

多賀　　　慶 大﨑　竜二

加藤　　凌 桜井　亮汰

後藤　　怜 高野　　涼

吉田　　陸 山﨑　龍斗

小出　真生 中野　　陸

家後　勇樹 渡邉　楓麻

齋藤　大樹 谷田　真人

内山　諒人 山崎　元暉

岡庭　嵐也 玉木　琉唯

岡庭　莉也 佐藤　智哉

榎　　隼斗 山口　真弥

長谷川　輝 西井　優馬

久保田広樹 吉川　一生

小林　史明 植木　悠元

大地　央斗 野平　悠生

土橋　樹貴 齊藤　　翼

石黒　雄大 計良　柊輔

鈴木　綾人 片岡　荘介

伊藤　航平 小林　正弥

寺野　　葵 斉藤　奎斗

阿部　竜大 小林　将貴

安中　龍志 関根　伊吹

男子個人戦（ダブルス）

1 (長岡商業) 41 (北越)

2 (新産大付属) 42 (中越)

3 (巻) 43 (糸魚川)

4 (三条東) 44 (白根)

5 (新発田商業) 45 (新発田)

6 (新潟南) 46 (佐渡)

7 (佐渡) 47 (新潟工業)

8 (三条) 48 (新発田商業)

9 (上越総合技) 49 (新産大付属)

10 (新発田農業) 50 (長岡商業)

11 (新発田南) 51 (新産大付属)

12 (長岡商業) 52 (小千谷西)

13 (高田北城) 53 (北越)

14 (小千谷) 54 (新発田南)

15 (北越) 55 (小千谷)

16 (中越) 56 (巻)

17 (新潟) 57 (中越)

18 (新発田中央) 58 (高田)

19 (佐渡中等教) 59 (羽茂)

20 (新産大付属) 60 (新発田中央)

21 (新発田中央) 61 (新産大付属)

22 (中越) 62 (小千谷)

23 (羽茂) 63 (新潟西)

24 (柏崎) 64 (三条)

25 (北越) 65 (新発田商業)

26 (長岡商業) 66 (佐渡中等教)

27 (新潟北) 67 (上越総合技)

28 (新発田南) 68 (巻)

29 (新産大付属) 69 (新発田中央)

30 (新潟工業) 70 (長岡商業)

31 (佐渡) 71 (中越)

32 (燕中等教育) 72 (新潟工業)

33 (村上) 73 (糸魚川)

34 (新産大付属) 74 (北越)

35 (中越) 75 (新発田南)

37 (巻) 77 (新津南)

36 (糸魚川) 76 (新産大付属)

78 (佐渡)
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38 (長岡)

(北越) 80 (燕中等教育)

39 (新発田南) 79 (長岡商業)


