
1 神尾 将瑛  神将 ○+32 ○+12 ○+22 ○+40 ○+ 8  5勝 0敗 0分

   兵庫           伊結 田里 小嘉 野元 奥晶 114

2 山口 智生  山智 ○+20 ○+26 ○+ 6 ○+ 4 ○+18  5勝 0敗 0分

   神奈川         柴斗 藤廉 植楓 島理 白慶 74

3 堀内 颯太  堀颯 ×-10 ○+50 ○+28 ○+22 ○+30  4勝 1敗 0分

   神奈川         池真音 島俊 木治 常柊 山輝 120

4 加藤子 雄飛 加雄 ○+50 ○+26 ×-34 ○+20 ○+58  4勝 1敗 0分

   中部           石紗 小歩 山輝 塚泰 小嘉 120

5 奥平 晶大  奥晶 ○+12 ○+24 ○+62 ○+26 ×- 8  4勝 1敗 0分

   中部           保春 木文 遠遼 山輝 神将 116

6 池谷 真音  池真音 ○+10 ○+50 ×-14 ○+38 ○+ 4  4勝 1敗 0分

   東京           堀颯 川悠 野元 植楓 富慎 88

7 北村 健人  北健 ○+42 ×-26 ○+30 ○+34 ○+ 4  4勝 1敗 0分

   東京           加心 常柊 田里 中優 藤廉 84

8 白石 慶太  白慶 ○+10 ○+62 ○+18 ○+10 ×-18  4勝 1敗 0分

   大阪           山賢 岸統 常柊 富慎 山智 82

9 和田 千輝  和千 ×- 6 ○+36 ○+ 0 ○+20 ○+26  4勝 1敗 0分

                  河紘 川大 山賢 橋優 松唯 76

10 相川 優太  相優 ×-16 ○+24 ○+ 4 ○+50 ○+ 4  4勝 1敗 0分

   東京           山佳 藤健 柴斗 葛礼 島理 66

11 井川 雄喜  井雄 ○+ 6 ○+12 ×-36 ○+44 ○+34  4勝 1敗 0分

   中四国         川大 河紘 島理 長晴 野元 60

12 遠山 遼    遠遼 ○+20 ○+12 ×-62 ○+30 ○+12  4勝 1敗 0分

   大阪           上佳 今燈 奥晶 岸統 中瑞 12

13 木村 治稀  木治 ○+60 ×-10 ×-28 ○+52 ○+12  3勝 2敗 0分

   九州・沖縄     原拓 富慎 堀颯 山賢 小歩 86

14 富部 慎清  富慎 ○+52 ○+10 ○+32 ×-10 ×- 4  3勝 2敗 0分

   東海           平里 木治 塚泰 白慶 池真音 80

15 山下 輝心  山輝 ○+40 ○+50 ○+34 ×-26 ×-30  3勝 2敗 0分

   大阪           斉拓 長怜 加雄 奥晶 堀颯 68

16 藤井 廉也  藤廉 ○+22 ×-26 ○+32 ○+42 ×- 4  3勝 2敗 0分

   埼玉           永桐 山智 河紘 木文 北健 66

17 常盤 柊音  常柊 ○+50 ○+26 ×-18 ×-22 ○+26  3勝 2敗 0分

   東京           水温 北健 白慶 堀颯 柴斗 62

18 橋本 優太  橋優 ×-24 ○+52 ○+ 4 ×-20 ○+38  3勝 2敗 0分

   大阪           植楓 奥龍 小歩 和千 中優 50

19 島元 理功  島理 ○+16 ○+ 4 ○+36 ×- 4 ×- 4  3勝 2敗 0分

   兵庫           藤健 山佳 井雄 山智 相優 48

20 植野 楓生  植楓 ○+24 ○+26 ×- 6 ×-38 ○+34  3勝 2敗 0分



   大阪           橋優 葛礼 山智 池真音 塚泰 40

21 川田 悠貴  川悠 ○+10 ×-50 ×- 6 ○+32 ○+52  3勝 2敗 0分

   埼玉           島俊 池真音 中瑞 平里 木文 38

22 河野 紘大  河紘 ○+ 6 ×-12 ×-32 ○+60 ○+14  3勝 2敗 0分

   埼玉           和千 井雄 藤廉 田友 田里 36

23 保坂 春    保春 ×-12 ×-32 ○+38 ○+24 ○+ 4  3勝 2敗 0分

   東京           奥晶 小遼 川大 今燈 藤健 22

24 松澤 唯衣  松唯 ×-36 ○+34 ○+16 ○+28 ×-26  3勝 2敗 0分

   東京           野元 斉拓 加心 古康 和千 16

25 山下 佳奈穂 山佳 ○+16 ×- 4 ×-30 ○+ 6 ○+28  3勝 2敗 0分

   兵庫           相優 島理 中優 加心 古康 16

26 大角 真緒  大真 ○+ 6 ×-34 ×- 6 ○+40 ○+ 8  3勝 2敗 0分

   東京           中優 小嘉 原拓 伊結 田智 14

27 小林 嘉野  小嘉 ○+ 6 ○+34 ×-22 ○+52 ×-58  3勝 2敗 0分

   信越           石奏 大真 神将 小遼 加雄 12

28 葛島 礼典  葛礼 ○+26 ×-26 ○+ 6 ×-50 ○+40  3勝 2敗 0分

   神奈川         奥龍 植楓 永桐 相優 長晴 -4

29 野田 元貴  野元 ○+36 ○+16 ○+14 ×-40 ×-34  3勝 2敗 0分

   九州・沖縄     松唯 斎湊 池真音 神将 井雄 -8

30 小峰 遼信  小遼 ×-14 ○+32 ○+ 4 ×-52 ○+22  3勝 2敗 0分

   中部           木文 保春 斎湊 小嘉 原拓 -8

31 長澤 優花  長優 ×-52 ×-32 ○+ 6 ○+34 ○+34  3勝 2敗 0分

   北海道         小歩 原拓 石紗 斉拓 岸統 -10

32 中山 瑞生  中瑞 ×-40 ○+ 8 ○+ 6 ○+ 4 ×-12  3勝 2敗 0分

   九州・沖縄     古康 小啄 川悠 原拓 遠遼 -34

33 小林 歩    小歩 ○+52 ×-26 ×- 4 ○+48 ×-12  2勝 3敗 0分

   埼玉           長優 加雄 橋優 斎湊 木治 58

34 柴田 斗慎  柴斗 ×-20 ○+28 ×- 4 ○+64 ×-26  2勝 3敗 0分

   兵庫           山智 田智 相優 永桐 常柊 42

35 田名部 里玖 田里 ○+28 ×-12 ×-30 ○+46 ×-14  2勝 3敗 0分

   東北           田友 神将 北健 古敬 河紘 18

36 山﨑賢     山賢 ×-10 ○+44 ×+ 0 ×-52 ○+34  2勝 3敗 0分

   東京           白慶 久絵 和千 木治 加心 16

37 藤本 健太  藤健 ×-16 ×-24 ○+30 ○+28 ×- 4  2勝 3敗 0分

   東海           島理 相優 石奏 島俊 保春 14

38 田中 智佳子 田智 ×-20 ×-28 ○+10 ○+36 ×- 8  2勝 3敗 0分

   神奈川         今燈 柴斗 上佳 長怜 大真 -10

39 島田 俊太郎 島俊 ×-10 ×-50 ○+54 ×-28 ○+20  2勝 3敗 0分

   東京           川悠 堀颯 水温 藤健 石奏 -14



40 石原 紗那  石紗 ×-50 ×-42 ×- 6 ○+42 ○+42  2勝 3敗 0分

   信越           加雄 加心 長優 水温 古敬 -14

41 奥井 龍之介 奥龍 ×-26 ×-52 ×- 4 ○+22 ○+44  2勝 3敗 0分

   神奈川         葛礼 橋優 斉拓 久絵 小啄 -16

42 塚原 泰生  塚泰 ○+36 ○+32 ×-32 ×-20 ×-34  2勝 3敗 0分

   神奈川         古敬 古康 富慎 加雄 植楓 -18

43 齋藤 湊    斎湊 ○+34 ×-16 ×- 4 ×-48 ○+12  2勝 3敗 0分

   神奈川         長晴 野元 小遼 小歩 今燈 -22

44 中西 優空  中優 ×- 6 ○+22 ○+30 ×-34 ×-38  2勝 3敗 0分

   大阪           大真 石奏 山佳 北健 橋優 -26

45 古屋敷 康  古康 ○+40 ×-32 ○+10 ×-28 ×-28  2勝 3敗 0分

   中部           中瑞 塚泰 今燈 松唯 山佳 -38

46 永田 桐麻  永桐 ×-22 ○+28 ×- 6 ×-64 ○+26  2勝 3敗 0分

   東京           藤廉 上佳 葛礼 柴斗 伊結 -38

47 長幡 怜甫  長怜 ○+40 ×-50 ×-34 ×-36 ○+40  2勝 3敗 0分

   東京           小啄 山輝 木文 田智 平里 -40

48 原田 拓    原拓 ×-60 ○+32 ○+ 6 ×- 4 ×-22  2勝 3敗 0分

   東京           木治 長優 大真 中瑞 小遼 -48

49 木村 文哉  木文 ○+14 ×-24 ○+34 ×-42 ×-52  2勝 3敗 0分

   九州・沖縄     小遼 奥晶 長怜 藤廉 川悠 -70

50 長島 晴成  長晴 ×-34 ○+18 ○+16 ×-44 ×-40  2勝 3敗 0分

   東京           斎湊 古敬 伊結 井雄 葛礼 -84

51 斉藤 拓夢  斉拓 ×-40 ×-34 ○+ 4 ×-34 ○+ 8  2勝 3敗 0分

   埼玉           山輝 松唯 奥龍 長優 田友 -96

52 岸本 統裕  岸統 ○+10 ×-62 ○+ 2 ×-30 ×-34  2勝 3敗 0分

   茨城           久絵 白慶 平里 遠遼 長優 -114

53 今枝 燈慈  今燈 ○+20 ×-12 ×-10 ×-24 ×-12  1勝 4敗 0分

   東京           田智 遠遼 古康 保春 斎湊 -38

54 上田 佳奈  上佳 ×-20 ×-28 ×-10 ×-12 ○+24  1勝 4敗 0分

   神奈川         遠遼 永桐 田智 石奏 川大 -46

55 加藤子 心咲 加心 ×-42 ○+42 ×-16 ×- 6 ×-34  1勝 4敗 0分

   中部           北健 石紗 松唯 山佳 山賢 -56

56 石井 奏里  石奏 ×- 6 ×-22 ×-30 ○+12 ×-20  1勝 4敗 0分

   東京           小嘉 中優 藤健 上佳 島俊 -66

57 伊勢 結真  伊結 ×-32 ○+22 ×-16 ×-40 ×-26  1勝 4敗 0分

   神奈川         神将 田友 長晴 大真 永桐 -92

58 古屋 敬    古敬 ×-36 ×-18 ○+44 ×-46 ×-42  1勝 4敗 0分

   茨城           塚泰 長晴 久絵 田里 石紗 -98

59 田中 友佳子 田友 ×-28 ×-22 ○+20 ×-60 ×- 8  1勝 4敗 0分



   神奈川         田里 伊結 小啄 河紘 斉拓 -98

60 小馬 啄椰  小啄 ×-40 ×- 8 ×-20 ○+ 8 ×-44  1勝 4敗 0分

   中四国         長怜 中瑞 田友 川大 奥龍 -104

61 久保 絵真  久絵 ×-10 ×-44 ×-44 ×-22 ○+ 4  1勝 4敗 0分

   東京           岸統 山賢 古敬 奥龍 水温 -116

62 平本 里穂  平里 ×-52 ○+ 4 ×- 2 ×-32 ×-40  1勝 4敗 0分

   東京           富慎 水温 岸統 川悠 長怜 -122

63 川田 大貴  川大 ×- 6 ×-36 ×-38 ×- 8 ×-24  0勝 5敗 0分

   埼玉           井雄 和千 保春 小啄 上佳 -112

64 水野 温翔  水温 ×-50 ×- 4 ×-54 ×-42 ×- 4  0勝 5敗 0分

   東京           常柊 平里 島俊 石紗 久絵 -154


