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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 M142172 富山第一 茂住 隼矢 [1]  

   茂住 隼矢 [1]

2   Bye   

     

3  富山北部 荒井 慎矢   

     

4  富山西 横内 海斗   

     

5 M173239 片山学園 小原 聡一   

     

6 M141772 こみゅてに 荻原 優斗   

     

7  高岡龍谷 白石 晃司   

     

8  富山西 長岡 颯世   

     

9  魚津工業 小葉松 想大   

     

10  富山商業 北村 大樹   

     

11  富山北部 滝澤 勇水   

     

12  高岡第一 吉田 信   

     

13  富山商業 高原 海翔   

     

14 M179980 富山第一 澤井 翔哉   

     

15  富山西 満保 漣   

     

16  富山北部 舟橋 虎多郎   

     

17 M160928 富山第一 登藤 蒼生 [13]   

     

18  八尾 瀬尾 優心   

     

19  高岡龍谷 三谷 柊弥   

     

20  富山中部 二塚 達樹   

     

21  呉羽 浦島 羽琉   

     

22 M186060 片山学園中学校 佐竹 健太   

     

23  富山東 渡辺 蓮也   

     

24  富山北部 藤井 陽雅   

     

25  八尾 中西 祥   

     

26  高岡第一 中島 惇登   

     

27  高岡龍谷 北村 琉登   

     

28  高岡 岩坪 歩夢   

     

29  呉羽 林 瑛人   

     

30  富山中部 小島 諒也   

     

31   Bye   

   野崎 大吾 [7]  

32 M142181 富山第一 野崎 大吾 [7]   

     

33 M141755 魚津市TA 山田 結斗 [4]   

   山田 結斗 [4]  

34   Bye   

     

35  富山第一 村田 福太朗   

     

36  魚津工業 川尻 天晴   

     

37  氷見 好川 鼓汰郞   

     

38 M186061 片山学園中学校 田尾 一真   

     

39  呉羽 水尾 直暉   

     

40  富山東 村尾 優来   

     

41  八尾 大久保 伊吹   

     

42  魚津工業 大川 慶輔   

     

43  富山東 澤田 悠太   

     

44  呉羽 大道 悠成   

     

45  高岡 茶谷 柊志   

     

46  富山西 村上 奏弥   

     

47  富山東 種口 嵩人   

     

48  富山中部 森内 史杜 [14]   

     

49 M190793 富山第一 高森 涼平 [9]   

   高森 涼平 [9]  

50   Bye   

     

51 M186058 片山学園中学校 片寄 龍太郎   

     

52  富山商業 板倉 康正   

     

53  富山東 岡崎 葵   

     

54  富山西 廣瀨 優輝   

     

55  高岡龍谷 中本 瑠   

     

56  国際大附 平野 瑞騎   

     

57  高岡第一 高桑 歩夢   

     

58 M179982 富山東 寺崎 達郎   

     

59 M173242 片山学園 淵澤 竜太   

     

60  高岡龍谷 會田 拓也   

     

61  八尾 深山 聡太   

     

62  富山東 山崎 颯太   

     

63   Bye   

   伊野 裕聖 [5]  

64 M142204 富山第一 伊野 裕聖 [5]   

     

65 M141773 大林TS 鈴木 優央 [8]   

   鈴木 優央 [8]  

66   Bye   

     



67 M178390 富山第一 松沢 奏都   

     

68  魚津工業 石川 凌雅   

     

69 M160930 舟橋中学校 登藤 遥生   

     

70  富山北部 阿閉 亜矢斗   

     

71  高一 田中 悠真   

     

72 M177746 富山南 高橋 伸瑠   

     

73  富山西 細矢 樹希   

     

74  国際大附 石丸 和祁   

     

75 M16064 片山学園中学 丸本 拓磨   

     

76 M180984 富山東 加田 篤志   

     

77  呉羽 松岡 倭音   

     

78  国際大附 山崎 侑馬   

     

79 M173244 片山学園 吉野 朗立   

     

80 M178389 富山第一 萩原 快翔 [12]   

     

81 M142190 TCﾛｺﾓｰｼｮﾝ 石井 英吉 [10]   

     

82  国際大附 野村 陸人   

     

83 M186059 片山学園中学校 佐藤 洋志郎   

     

84  富山西 森清 颯汰   

     

85 M179984 富山商業 寺林 煌羽   

     

86  富山東 石橋 諒大   

     

87  八尾 松林 翔汰   

     

88  呉羽 坂野 友洋   

     

89 M184230 舟橋中学校 古田 悠悟   

     

90  富山東 北沢 丹弥   

     

91  富山中部 米田 佑介   

     

92  八尾 澤村 健来   

     

93  富山西 長﨑 瞬   

     

94 M173241 片山学園 坂越 大士   

     

95   Bye   

   奥村 風夢 [3]  

96 M81748 富山第一 奥村 風夢 [3]   

     

97 M160946 上市中学校 吉田 一吹 [6]   

   吉田 一吹 [6]  

98   Bye   

     

99  国際大附 四津谷 貴裕   

     

100 M186056 片山学園中学校 伊野部 桜雅   

     

101  富山商業 森 優翔   

     

102  富山西 田島 陽斗   

     

103  国際大附 蔦 颯生   

     

104 M173245 片山学園 吉田 朔   

     

105  富山西 林 和真   

     

106  国際大附 日合 航世   

     

107  片山学園中学校 清水 大輝   

     

108  富山北部 佐伯 怜真   

     

109  高岡龍谷 三浦 悠来   

     

110  呉羽 早川 聡亮   

     

111  富山西 山岸 瑠意   

     

112 M81690 大林TS 町田 陵太朗 [11]   

     

113  魚津工業 老田 皓星   

     

114  富山中部 立野 修司   

     

115  呉羽 塩井 恒輝   

     

116  高岡 黒田 雄太朗   

     

117 M179979 富山第一 石田 陽向   

     

118  氷見 大鋸 利哉   

     

119  富山東 堀川 大翔   

     

120 M173238 片山学園 石井 大登   

     

121  高岡龍谷 野原 勇輝   

     

122 M186062 片山学園中学校 峯松 栞大   

     

123  富山西 長岡 峻世   

     

124  魚津工業 酒井 優太   

     

125 M184231 舟橋中学校 堀井 義人   

     

126  八尾 桐谷 泰正   

     

127   Bye   

   山岸 修輔 [2]  順位 3-4   

128 M141764 国際大附 山岸 修輔 [2]    
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1 F81772 富山中部 伊藤 千遥 [1]  

   伊藤 千遥 [1]

2   Bye   

     

3 F179987 富山東 山本 汐莉   

   山本 汐莉  

4   Bye   

     

5  高岡 村田 悠綺   

     

6  富山北部 山本 結里奈   

     

7   Bye   

   奥野 樹来  

8  富山商業 奥野 樹来   

     

9  富山東 中山 紋那   

   中山 紋那  

10   Bye   

     

11 F161482 Z II 森田 愛久   

   森田 愛久  

12   Bye   

     

13  富山中部 竹下 佐樹   

     

14  富山商業 藤井 咲衣   

     

15   Bye   

   矢後 咲良  

16  高岡 矢後 咲良   

     

17 F189946 国際大附 今本 珠里奈 [12]   

   今本 珠里奈 [12]  

18   Bye   

     

19  富山中部 瀨知 ひかり   

   瀨知 ひかり  

20   Bye   

     

21   Bye   

   栗林 茜  

22  高岡 栗林 茜   

     

23   Bye   

   安谷 空菜  

24  富山いずみ 安谷 空菜   

     

25  富山商業 濱野 光理   

   濱野 光理  

26   Bye   

     

27  富山東 藤原 菜摘   

   藤原 菜摘  

28   Bye   

     

29  氷見 西谷 結衣   

     

30  富山中部 山下 千咲   

     

31   Bye   

   大井 春佳 [7]  

32 F172173 富山北部 大井 春佳 [7]   

     

33 F141766 大林TS 上田 晴菜 [3]   

   上田 晴菜 [3]  

34   Bye   

     

35  富山中部 吉田 彩希   

     

36  富山東 森川 夏々波   

     

37   Bye   

   山田 紘愛  

38  呉羽 山田 紘愛   

     

39   Bye   

   坂井 心春  

40  富山東 坂井 心春   

     

41  富山中部 杉山 愛子   

   杉山 愛子  

42   Bye   

     

43  富山いずみ 草島 伊吹   

   草島 伊吹  

44   Bye   

     

45  高岡 長谷田 楓佳   

     

46  富山商業 中山 侑南   

     

47   Bye   

   森木 栞菜  

48  富山東 森木 栞菜   

     

49 F181219 富山北部 木下 美成 [11]   

   木下 美成 [11]  

50   Bye   

     

51  氷見 竹島 希美   

     

52 F189940 富山東 藤村 華稟   

     

53   Bye   

   堀 ちよこ  

54  富山商業 堀 ちよこ   

     

55   Bye   

   泊 咲良  

56  呉羽 泊 咲良   

     

57  富山いずみ 森田 遙   

     

58  富山南 金 藝真   

     

59  富山北部 岡田 寧々   

   岡田 寧々  

60   Bye   

     

61   Bye   

   林 真緒  

62  呉羽 林 真緒   

     

63   Bye   

   大﨑 理湖 [8]  

64 F142179 富山第一 大﨑 理湖 [8]   

     

65 F81794 富山北部 西村 優奈 [6]   

   西村 優奈 [6]  

66   Bye   

     



67 F181238 富山第一 石黒 美空   

   石黒 美空  

68   Bye   

     

69   Bye   

   竹内 咲那  

70  雄山 竹内 咲那   

     

71   Bye   

   村上 優衣  

72  富山中部 村上 優衣   

     

73  富山商業 梅田 李里花   

   梅田 李里花  

74   Bye   

     

75  富山南 中村 優月   

   中村 優月  

76   Bye   

     

77  氷見 荻野 彩香   

     

78  富山中部 田伏 莉歩   

     

79   Bye   

   手塚 心楼 [9]  

80 F189937 富山東 手塚 心楼 [9]   

     

81  富山東 城石 悠那   

   城石 悠那  

82   Bye   

     

83 F181223 呉羽 広野 玲良   

   広野 玲良  

84   Bye   

     

85  富山北部 本田 礼亜   

     

86  富山中部 坂井 凜華   

     

87   Bye   

   宮田 葵依  

88  富山いずみ 宮田 葵依   

     

89 F189984 富山いずみ 松嶋 綺羅   

     

90 F190133 舟橋中学校 能登 香   

     

91  氷見 初野 こころ   

   初野 こころ  

92   Bye   

     

93   Bye   

   笹倉 あみ  

94 F179986 富山第一 笹倉 あみ   

     

95   Bye   

   瀬知 いずみ [4]  

96 F141757 TCロコモーション 瀬知 いずみ [4]   

     

97 F142180 センティア 釜谷 美咲希 [5]   

   釜谷 美咲希 [5]  

98   Bye   

     

99 F161483 Z-Ⅱ 杉森 彩沙夏   

     

100  富山西 勅使河原 佐姫   

     

101   Bye   

   石黒 絢菜  

102 F189978 富山北部 石黒 絢菜   

     

103   Bye   

   田中 莉子  

104  富山中部 田中 莉子   

     

105  富山東 中﨑 めい   

   中﨑 めい  

106   Bye   

     

107 F179985 富山第一 堀田 莉歩   

   堀田 莉歩  

108   Bye   

     

109  氷見 今市 実希   

     

110  富山南 梅澤 明希   

     

111   Bye   

   早瀬 うらら [10]  

112 F172184 富山北部 早瀬 うらら [10]   

     

113 F180982 国際大附 廣田 彩菜   

   廣田 彩菜  

114   Bye   

     

115  氷見 濱井 優奈   

     

116 F172733 高岡 深浦 李心   

     

117   Bye   

   森川 真尋  

118  富山中部 森川 真尋   

     

119   Bye   

   坪島 可奈  

120  富山東 坪島 可奈   

     

121  富山中部 伊東 はるな   

   伊東 はるな  

122   Bye   

     

123  富山いずみ 青島 紫遠   

   青島 紫遠  

124   Bye   

     

125   Bye   

   高山 美逢  

126  雄山 高山 美逢   

     

127   Bye   

   草東 芭奈 [2]  順位 3-4   

128 F142173 富山第一 草東 芭奈 [2]    
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