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西山 凌平 (立命館守山) A
乾 勇翔 (立命館守山)

池本 響介 (水口東) 6-0

保海 敬郁 (水口東)

髙井 健人 (石部) 7-5

坂 孝洋 (石部) 西山 凌平 (立命館守山)

阪下 瑛 (甲南) 6-0 乾 勇翔 (立命館守山)

木村 壮志 (能登川)

植田 雅 (近江兄弟社) 6-0

田井中 理駈 (近江兄弟社)

辰己 滉明 (米原) 7-5

佐々木 駿 (米原)

青井 聡哉 (水口東) 6-3

久原 匠人 (水口東)

藤岡 颯 (米原) B
大池 航輔 (米原)

池田 陽紀 (栗東) 7-6(3)

岡田 聖也 (栗東)

岡村 陽佑 (立命館守山) 6-1

木村 優杜 (立命館守山) 藤岡 颯 (米原)

服部 志雄 (彦根工業) 6-0 大池 航輔 (米原)

中野 竜誠 (彦根工業)

楊 博文 (守山北) w.o.

谷本 尚哉 (守山北)

柴林 快 (国際情報) 7-5

伊福 誠 (国際情報)

章 文鶴 (水口東) C
村田 響 (水口東)

村中 悠晟 (水口東) 6-4

門脇 昂之丞 (水口東)

真野 晃誓 (立命館守山) 6-4

新井 崇仁 (立命館守山) 深尾 伊吹 (立命館守山)

山本 颯太 (彦根工業) 6-0 出野 揮章 (立命館守山)

東郷 広翔 (彦根工業)

伊藤 匠叶 (甲南) 6-0

中嶌 郁登 (甲南)

深尾 伊吹 (立命館守山) 6-0

出野 揮章 (立命館守山)

寺島 壮輝 (膳所) D
築島 伊吹 (膳所)

山田 隼也 (東大津) 6-2

宮澤 隼人 (東大津)

川﨑 弘睦 (膳所) 7-5

中野 悠輝 (膳所) 寺島 壮輝 (膳所)

藤井 溫 (米原) 6-3 築島 伊吹 (膳所)

落合 大生 (米原)

伊藤 敦大 (国際情報) w.o.

織田 拓海 (国際情報)

愛甲 真大 (守山北) 6-2

木村 陽紀 (守山北)
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渡部 綱介 (水口東) E
仙田 洸輔 (水口東)

バブリー オークス (膳所) 6-1

多田 柊真 (膳所)

田中 大輝 (彦根工業) w.o.

前田 唯斗 (彦根工業) 渡部 綱介 (水口東)

八藤丸 大翔 (立命館守山) 6-1 仙田 洸輔 (水口東)

髙田 隆聖 (立命館守山)

山本 海里 (玉川) 7-5

林 修治 (玉川)

廣田 英 (滋賀学園) 6-2

澤田 拓実 (滋賀学園)

松永 寿之 (堅田) 6-1

河村 大地 (堅田)

伊藤 智仁 (水口東) F
日長 慶耀 (水口東)

髙山 翔輔 (栗東) 6(4)-7

上田 翔斗 (栗東)

丸山 祐輔 (膳所) 6-3

山田 湊大 (膳所) 内田 侑希 (立命館守山)

澤村 亮太 (近江) 7-5 山田 和輝 (立命館守山)

立入 彰大 (近江)

内田 侑希 (立命館守山) 6-4

山田 和輝 (立命館守山)

中西 健太 (日野) 6-2

佐々木 塁 (日野)

北田 駿介 (立命館守山) G
西垣 太晴 (立命館守山)

森岡 和慎 (国際情報) 6-0

木村 隆太 (国際情報)

松本 悠士 (玉川) 6-2

山本 善寛 (玉川) 百々 隼斗 (国際情報)

園田 昌三 (膳所) 6-2 福前 拓海 (国際情報)

樋口 一馬 (膳所)

西村 尚倖 (水口東) w.o.

大西 陽彩 (水口東)

百々 隼斗 (国際情報) 6-1

福前 拓海 (国際情報)

鶴田 晴輝 (近江兄弟社) H
安田 燎生 (近江兄弟社)

西川 瑞起 (栗東) w.o.

小笠原 正矩 (栗東)

深石 敦史 (米原) w.o.

木下 央雅 (米原) 仲野 哲平 (コパンTS)

杉本 勇利 (水口東) 6-2 中上 空 (コパンTS)

山添 慶 (水口東)

仲野 哲平 (コパンTS) 6-1

中上 空 (コパンTS)

中村 友海 (近江) w.o.

北川 集一 (近江)

37

49

26

44

27

28

[4] 26

[17] 33

34

31

32

29

30

[12] 39

40

37

[16] 38

35

36

[25] 45

46

43

[22] 44

41

42

49

[8] 50

47

48



梅村 拓資 (膳所) I
嘉田 奏平 (膳所)

太田 悠翔 (立命館守山) 6-3

加島 正貴 (立命館守山)

中川 友清 (湖北JTC) 6-0

大島 翔空 (長浜北星) 中川 友清 (湖北JTC)

河越 琢真 (東大津) 6-3 大島 翔空 (長浜北星)

中村 龍平 (東大津)

田中 千樹 (玉川) w.o.

山本 優一 (玉川)

小坪 圭佑 (立命館守山) 6-0

澤 一輝 (立命館守山)

前川 舜馬 (膳所) J
森田 遥人 (膳所)

大橋 功拓 (守山北) 6-4

田中 大将 (立命館守山)

石野 稜空 (米原) 6-1

岡田 和士 (米原) 大橋 功拓 (守山北)

北川 俊哉 (彦根工業) 6-3 田中 大将 (立命館守山)

穂谷 亮徳 (彦根工業)

池田 光徽 (立命館守山) 6-0

渡邉 太志 (立命館守山)

西村 優作 (玉川) 7-6(3)

寺田 光汰 (玉川)

橋本 来夢 (日野) K
(日野)

荻原 宏典 (膳所) 6-3

山中 勇人 (膳所)

鷲頭 虹太 (玉川) w.o.

宮澤 綾佑 (玉川) 古株 壮心 (米原)

古株 壮心 (米原) 6-2 八木 拓己 (米原)

八木 拓己 (米原)

橋本 拓翔 (近江兄弟社) 6-0

山瀬 成是 (近江兄弟社)

藤原 雅智 (近江兄弟社) 6-2

横内 仁 (近江兄弟社)

碇 大稀 (日野) L
髙鍋 大翔 (日野)

有澤 大智 (堅田) 6-3

宮澤 修太朗 (堅田)

田邊 楓健 (立命館守山) 6-2

浅野 俊助 (立命館守山)

村上 拓 (水口東) 6-1

小西 京佑太 (水口東) 岡島 昊大 (近江)

野村 瑠衣 (栗東) 6-0 清水 翔太 (近江)

川畑 佑騎 (栗東)

山田 朝陽 (膳所) w.o.

矢田 拓也 (膳所)

岡島 昊大 (近江) 6-0

清水 翔太 (近江)
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古藤 遼太 (膳所) M
伊東 聖ノ祐 (膳所)

河野 奏都 (甲南) 6-4

石井 悠翔 (甲南)

石川 優太 (米原) 6-0

高田 啓一朗 (米原) 石川 優太 (米原)

森嶋 宏太 (水口東) 6-0 高田 啓一朗 (米原)

北村 庵 (水口東)

田中 啓介 (彦根工業) 6-2

尾本 煌太 (彦根工業)

伊藤 敦史 (国際情報) 6-4

奥村 莉音 (国際情報)

辻 尚希 (立命館守山) N
大鹿 俊弥 (立命館守山)

岩崎 太一 (米原) 6-1

丸山 智大 (米原)

西川 優斗 (近江) 6-0

田島 凱也 (近江) 山腰 光誠 (栗東)

樋口 冬羽 (玉川) 6-2 八田 煌平 (栗東)

永元 風聖 (玉川)

土田 貴来 (近江兄弟社) 6-4

藤原 悠正 (近江兄弟社)

山腰 光誠 (栗東) 6-0

八田 煌平 (栗東)

疋田 大知 (守山北) O
中島 陽斗 (守山北)

橋本 将志 (立命館守山) 6-4

枌 春輝 (立命館守山)

髙木 悠哉 (近江) 6-1

五十嵐 柊 (国際情報) 谷 陽翔 (水口東)

音居 大河 (膳所) 6-2 城 航平 (日野)

宮元 陽路 (膳所)

谷 陽翔 (水口東) 6-2

城 航平 (日野)

石川 空 (滋賀学園) 7-5

黒田 将矢 (滋賀学園)

小川 隼和 (近江兄弟社) P
中江 颯一朗 (近江兄弟社)

田村 翔梧 (米原) 6-2

吉田 丈琉 (米原)

辻 惇堺 (栗東) 6-1

大久保 迅 (栗東)

井坂 亮太 (守山北) w.o.

大森 祐也 (守山北) 武村 拓哉 (膳所)

前田 洋希 (東大津) 6-0 川口 柊雅 (膳所)

栽松 嵩拓 (東大津)

野出 直希 (水口東) 6-2

村松 悠太 (水口東)

武村 拓哉 (膳所) 6-2

川口 柊雅 (膳所)
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