
1 大西 正顕  大正 ○+28 ○+46 ○+32 ○+52  4勝 0敗 0分

   大阪           松り 井穂 倉絢 木聡 158

2 傍嶋 大地  傍大 ○+14 ○+30 ○+40 ○+48  4勝 0敗 0分

   大阪           川央 平沙 今千 田天 132

3 増田 篤弥  増篤 ○+20 ○+18 ○+12 ○+10  4勝 0敗 0分

   九州・沖縄     古侑 斎亮 五一 勅光 60

4 薬師寺 健太薬健 ○+ 8 ○+ 6 ○+28 ○+14  4勝 0敗 0分

   大阪           松そ 伊一 宇直 矢康 56

5 鈴木 陵太  鈴陵 ×-16 ○+46 ○+30 ○+38  3勝 1敗 0分

   茨城           足陸 池凛 藤陽 坂陽 98

6 狩野 千洋  狩千 ○+ 4 ○+46 ×-14 ○+52  3勝 1敗 0分

   東北           横悠 品理 田天 倉絢 88

7 土金 大志  土大 ×- 2 ○+48 ○+14 ○+26  3勝 1敗 0分

   東京           河希生 白聖 奥芙 土凛 86

8 山本 悠太  山悠 ×-18 ○+54 ○+16 ○+22  3勝 1敗 0分

   東京           倉絢 木風 原一 古侑 74

9 結城 直於人結直 ×-24 ○+10 ○+40 ○+38  3勝 1敗 0分

   茨城           矢康 松り 武拓 松そ 64

10 勅使河原 光勅光 ○+30 ○+32 ○+ 4 ×-10  3勝 1敗 0分

   大阪           水響 石玲 坂陽 増篤 56

11 伊藤 一流  伊一 ○+ 8 ×- 6 ○+10 ○+44  3勝 1敗 0分

   大阪           室翔 薬健 斎亮 今千 56

12 木村 聡    木聡 ○+52 ○+48 ○+ 4 ×-52  3勝 1敗 0分

   東京           伊颯 深美 土凛 大正 52

13 原 壮輔    原壮 ○+42 ×- 6 ○+ 6 ○+ 8  3勝 1敗 0分

   九州・沖縄     長貴 今千 宮武 原真 50

14 足立 陸    足陸 ○+16 ×-48 ○+36 ○+44  3勝 1敗 0分

   兵庫           鈴陵 倉絢 長貴 渡眞 48

15 河村 希生  河希生 ○+ 2 ○+36 ×-12 ○+20  3勝 1敗 0分

   神奈川         土大 佐悠 矢康 五一 46

16 田口 天音  田天 ○+16 ○+46 ○+14 ×-48  3勝 1敗 0分

   大阪           不戦 石真 狩千 傍大 28

17 矢富 康佑  矢康 ○+24 ○+ 6 ○+12 ×-14  3勝 1敗 0分

   東京           結直 藤陽 河希生 薬健 28

18 品田 理央  品理 ○+ 4 ×-46 ○+30 ○+18  3勝 1敗 0分

   埼玉           橋篤 狩千 石瑛 平沙 6

19 川副 央恭  川央 ×-14 ○+10 ○+ 2 ○+ 4  3勝 1敗 0分

   中部           傍大 室翔 横悠 宇直 2

20 石川 真彩  石真 ○+14 ×-46 ○+10 ○+16  3勝 1敗 0分



   茨城           池凛 田天 佐悠 小蒼則 -6

21 土金 凛駆  土凛 ○+58 ○+46 ×- 4 ×-26  2勝 2敗 0分

   茨城           藤涼 原真 木聡 土大 74

22 奥平 芙弓  奥芙 ○+48 ×-12 ×-14 ○+20  2勝 2敗 0分

   中部           杉悠 坂陽 土大 宮武 42

23 梅田 優和  梅優 ○+18 ×-10 ×- 6 ○+34  2勝 2敗 0分

   茨城           宮武 宇直 松そ 原一 36

24 原口 真尋  原真 ○+58 ×-46 ○+28 ×- 8  2勝 2敗 0分

   東京           石瑛 土凛 深美 原壮 32

25 斎藤 亮介  斎亮 ○+20 ×-18 ×-10 ○+38  2勝 2敗 0分

   東北           日葉 増篤 伊一 水響 30

26 古澤 侑真  古侑 ×-20 ○+26 ○+38 ×-22  2勝 2敗 0分

   埼玉           増篤 秋翔 石玲 山悠 22

27 坂上 陽紀  坂陽 ○+50 ○+12 ×- 4 ×-38  2勝 2敗 0分

   東京           小蒼則 奥芙 勅光 鈴陵 20

28 井上 穂乃花井穂 ○+30 ×-46 ×-10 ○+46  2勝 2敗 0分

   大阪           武拓 大正 平沙 鈴陸 20

29 五十嵐 一葉五一 ○+ 8 ○+36 ×-12 ×-20  2勝 2敗 0分

   埼玉           河夢 西ま 増篤 河希生 12

30 室田 翔    室翔 ×- 8 ×-10 ○+ 4 ○+20  2勝 2敗 0分

   大阪           伊一 川央 橋篤 藤陽 6

31 松本 りく  松り ×-28 ×-10 ○+38 ○+ 2  2勝 2敗 0分

   東海           大正 結直 河夢 横悠 2

32 宇井 直道  宇直 ○+18 ○+10 ×-28 ×- 4  2勝 2敗 0分

   埼玉           木風 梅優 薬健 川央 -4

33 石原 玲那  石玲 ○+36 ×-32 ×-38 ○+20  2勝 2敗 0分

   信越           鈴陸 勅光 古侑 木風 -14

34 倉地 絢大  倉絢 ○+18 ○+48 ×-32 ×-52  2勝 2敗 0分

   九州・沖縄     山悠 足陸 大正 狩千 -18

35 杉浦 悠真  杉悠 ×-48 ○+26 ×- 2 ○+ 4  2勝 2敗 0分

   東京           奥芙 宮光 小蒼則 深美 -20

36 松本 そら  松そ ×- 8 ○+16 ○+ 6 ×-38  2勝 2敗 0分

   東海           薬健 河夢 梅優 結直 -24

37 平井 沙織  平沙 ○+ 8 ×-30 ○+10 ×-18  2勝 2敗 0分

   東京           百美 傍大 井穂 品理 -30

38 佐藤 悠    佐悠 ○+ 2 ×-36 ×-10 ○+14  2勝 2敗 0分

   東北           白聖 河希生 石真 池凛 -30

39 藤野 涼    藤涼 ×-58 ×-34 ○+16 ○+44  2勝 2敗 0分

   茨城           土凛 渡眞 不戦 石瑛 -32



40 今井 千瑛  今千 ○+42 ○+ 6 ×-40 ×-44  2勝 2敗 0分

   大阪           宮光 原壮 傍大 伊一 -36

41 渡邉 眞    渡眞 ×-56 ○+34 ○+30 ×-44  2勝 2敗 0分

   東海           深美 藤涼 西ま 足陸 -36

42 小池 蒼彩  小蒼則 ×-50 ○+28 ○+ 2 ×-16  2勝 2敗 0分

   北海道         坂陽 伊颯 杉悠 石真 -36

43 武山 拓実  武拓 ×-30 ○+16 ×-40 ○+ 0  2勝 2敗 0分

   大阪           井穂 水響 結直 西ま -54

44 長幡 貴大  長貴 ×-42 ○+12 ×-36 ○+10  2勝 2敗 0分

   東京           原壮 鈴陸 足陸 日葉 -56

45 宮本 武虎  宮武 ×-18 ○+54 ×- 6 ×-20  1勝 3敗 0分

   東京           梅優 日葉 原壮 奥芙 10

46 横澤 悠瑚  横悠 ×- 4 ○+ 4 ×- 2 ×- 2  1勝 3敗 0分

   東北           狩千 橋篤 川央 松り -4

47 橋本 篤弥  橋篤 ×- 4 ×- 4 ×- 4 ○+ 6  1勝 3敗 0分

   中部           品理 横悠 室翔 河夢 -6

48 白土 聖真  白聖 ×- 2 ×-48 ×-24 ○+58  1勝 3敗 0分

   東北           佐悠 土大 鈴陸 秋翔 -16

49 原 一惺    原一 ×- 8 ○+40 ×-16 ×-34  1勝 3敗 0分

   東京           西ま 百美 山悠 梅優 -18

50 深井 美希  深美 ○+56 ×-48 ×-28 ×- 4  1勝 3敗 0分

   埼玉           渡眞 木聡 原真 杉悠 -24

51 藤田 陽貴  藤陽 ○+24 ×- 6 ×-30 ×-20  1勝 3敗 0分

   神奈川         秋翔 矢康 鈴陵 室翔 -32

52 水谷 響    水響 ×-30 ×-16 ○+42 ×-38  1勝 3敗 0分

   東京           勅光 武拓 百美 斎亮 -42

53 木村 風雅  木風 ×-18 ×-54 ○+46 ×-20  1勝 3敗 0分

   神奈川         宇直 山悠 宮光 石玲 -46

54 池田 凜太郎池凛 ×-14 ×-46 ○+20 ×-14  1勝 3敗 0分

   北海道         石真 鈴陵 秋翔 佐悠 -54

55 西村 まどか西ま ○+ 8 ×-36 ×-30 ×+ 0  1勝 3敗 0分

   東京           原一 五一 渡眞 武拓 -58

56 伊木 颯汰朗伊颯 ×-52 ×-28 ×- 8 ○+20  1勝 3敗 0分

   中四国         木聡 小蒼則 日葉 百美 -68

57 鈴木 陸    鈴陸 ×-36 ×-12 ○+24 ×-46  1勝 3敗 0分

   神奈川         石玲 長貴 白聖 井穂 -70

58 日浅 葉音  日葉 ×-20 ×-54 ○+ 8 ×-10  1勝 3敗 0分

   中四国         斎亮 宮武 伊颯 長貴 -76

59 宮澤 光司  宮光 ×-42 ×-26 ×-46 ○+16  1勝 3敗 0分



   東京           今千 杉悠 木風 不戦 -98

60 石黒 瑛大  石瑛 ×-58 ○+16 ×-30 ×-44  1勝 3敗 0分

   東北           原真 不戦 品理 藤涼 -116

61 河田 夢生  河夢 ×- 8 ×-16 ×-38 ×- 6  0勝 4敗 0分

   埼玉           五一 松そ 松り 橋篤 -68

62 百武 美織  百美 ×- 8 ×-40 ×-42 ×-20  0勝 4敗 0分

   神奈川         平沙 原一 水響 伊颯 -110

63 秋山 翔太  秋翔 ×-24 ×-26 ×-20 ×-58  0勝 4敗 0分

   東京           藤陽 古侑 池凛 白聖 -128


