
加藤 翔太 （学園大）
木下 頌太 （学園大） 加藤・木下
川村 拓也 (北大医） ６－１
奥山 友浩 (北大医） ６－０ 加藤・木下
足立 雄大 (学園大） ２－６
大江 凌之 (学園大） 足立・大江 ６－１
久保田 宏樹 （北大） ６－３ ６－２
渡 慧 (北大） ２－６ 加藤・木下
藤江 裕貴 (札医大） ６－２ ６－０
今多 将 (北大歯） 藤江・今多 ６－２
成田 良馬 (北星大） ６－１
安井 将剛 (北星大） ６－１ 藤江・今多
打越 千広 (酪農大） ６－４
渡辺 元希 (酪農大） 須田・柳 ６－２
須田 晃広 （学園大） ６－２
柳 優太朗 （学園大） ６－４ 澤谷・細川
井上 雅司 （室工大） def
伊地知 広志 （室工大） 澤谷・細川
澤谷 弦樹 (札大） ７－６（２）
細川 泰輝 (札大） ６－１ 澤谷・細川
前田 充登 (北大） ７－５
中村 太智 （北大） 大沼・山本 ６－２
大沼 綾 （室工大） ７－５
山本 大稀 （室工大） ６－４ 澤谷・細川
平岡 世理隆 (北翔大） ６－４
杉本 啓太郎 (北翔大） 平岡・杉本 ６－２
向井地 智也 (北星大） ６－１
若山 巧眞 (北星大） ６－２ 平岡・杉本
田尾 賢吾 (北翔大） ６－２
熊田 敬二 (北翔大） 横田・青柳 １－６
横田 隼一 （北大医） ６－２ ６－２
青柳 裕之 （北大医） ３－６ 千葉・長竹
中田 慶吾 （道工大） ７－６（２） ３－６
川口 拓郎 （道工大） 中田・川口 ７－６（３）
水口 賢史 （北大医） ６－２ ６－２
庭野 陽樹 （北大医） ６－４ 森・柴田
鎌田 隆嗣 (札学大） ６－３
橘 優貴 (札学大） 森・柴田 ６－４
森 澄人 (北大） ６－３
柴田 幸之介 (北大） ７－５ 鳥居・平
國分 大河 （学園大） ６－４
今津 卓弥 （学園大） 國分・今津 ５－７
柳原 一輝 （道工大） ６－４ ７－６（１）
平訳 恵太 （道工大） ６－０ 鳥居・平
鳥居 佳生 (酪農大） ６－３
平 寛人 (酪農大） 鳥居・平 ７－５
佐々木 将洋 （室工大） ６－０
松尾 昴希 （室工大） ６－２ 千葉・長竹
福士 景太 （学園大） ６－３
菅原 晶吾 （学園大） 福士・菅原 ６－０
高田 遼 (北医療） ７－６（１０）
下坪 達人 (北医療） ６－０ 福士・菅原
高橋 旺生 （学園大） ６－３
下出 亘 (学園大） 池田・村橋 ６－２
池田 達哉 (北翔大） ６－２
村橋 克典 (北翔大） ６－３ 千葉・長竹
富田 祐輔 (東海大） ６－４
宮腰 大輝 (東海大） 鈴木・山本 ６－１
鈴木 慶介 (北大） ４－６
山本 将志郎 (北大） ６－１ 千葉・長竹
真名井 響 (国際大） ６－４ ６－２
荒濱 俊夫 (国際大） 千葉・長竹 ６－２
千葉 政徳 （北大） ６－２
長竹 哲 （北大） ６－１

加藤 翔太 （学園大） 須田 晃広 （学園大）
木下 頌太 （学園大） 柳 優太朗 （学園大）
千葉 政徳 （北大） 福士 景太 （学園大）
長竹 哲 （北大） 菅原 晶吾 （学園大）
横田 隼一 （北大医） 佐々木 将洋 （室工大）
青柳 裕之 （北大医） 松尾 昴希 （室工大）
中田 慶吾 （道工大） 井上 雅司 （室工大）
川口 拓郎 （道工大） 伊地知 広志 （室工大）
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