
長　純平 関東 ・ 埼玉 3 松本　英士 中国 ・ 山口

小倉　輝
0

中川　健太

山口　翼 開催地 ・ 山形 近藤　泰雅 関東 ・ 埼玉

米田　浩太朗 0

2
江尻　優太

大年　優吾 中国 ・ 広島 0 福田　直人 東北 ・ 山形

牧原　大晟 齋藤　龍二

山本　陸 北信越 ・ 富山
1

城田　英覇 東海 ・ 愛知

藤井　理央
2 1

2 西　泰右

佐野　優真 東海 ・ 静岡 1 2 原　大湖 関東 ・ 千葉

鍛冶　尚哉 西山　七海斗

赤川　修太 近畿 ・ 大阪 中村　海斗 九州 ・ 福岡

山中　柊冴 林　湧太郎

北島　紳 九州 ・ 佐賀 2 0 0 片岡　一星 四国 ・ 香川

牟田　侑世 大田　真也

濱田　唯渡 四国 ・ 香川
1 0

下原　涼太 近畿 ・ 兵庫

野尻　祐貴
0

清水　佑

藤田　大輝 北海道 ・ 北海道 木村　一喜 北信越 ・ 長野

笹谷　拓海
2 3

川崎　空斗

櫻井　亮輔 関東 ・ 東京 成田　和真 北海道 ・ 北海道

両角　仁志 3

3

2 守屋　優人

森　皓平 東海 ・ 静岡 0 櫻井	 	 恒暢 関東 ・ 群馬

山口　航 小板橋	 	 侑大

渡邉　光樹 東北 ・ 山形 白川　雄己 四国 ・ 愛媛

本間　海斗 3 西田　龍ノ介

前田　拓夢 近畿 ・ 和歌山 中村　日紀 九州 ・ 熊本

松原　幹
0

深水　凜

吉村　泰成 北信越 ・ 新潟 安部　冴太 中国 ・ 鳥取

有坂　祐悟 2 3 橋本　颯太

山下　真央 関東 ・ 千葉 1

1

0 瀬戸　康平 近畿 ・ 大阪

塚本　梨久 山根　吉平

境　颯汰 九州 ・ 熊本 2 北野　亮介 東北 ・ 福島

亀丸　拓実 鈴木　竜弥

北野　亮介 東北 ・ 福島

鈴木　竜弥
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1 （ ） （ ） 17
芝 下松

2 （ ） （ ） 18
山形第十 杉戸

3 （ ） （ ） 19
広中央 鶴岡第一

4 （ ） （ ） 20
出町 猪高

5 （ ） （ ） 21
大富士 昭和学院

6 （ ） （ ） 22
上宮 吉富

7 （ ） （ ） 23
三日月 善通寺東

8 （ ） （ ） 24
善通寺東 武庫東

9 （ ） （ ） 25
江別第一 三陽

10 （ ） （ ） 26
清明学園 江別中央

11 （ ） （ ） 27
青島 安中第二

12 （ ） （ ） 28
中山 松山南

13 （ ） （ ） 29
橋本 湖東

14 （ ） （ ） 30
宮内 江府

15 （ ） （ ） 31
臼井 上宮

16 （ ） （ ） 32

西郷第一

天水 西郷第一

（ ） 32



小林　将貴 北信越 ・ 新潟 1 3 石川　恵伍 四国 ・ 香川

関根　伊吹
1

石川　峻伍

小宅　渉 関東 ・ 東京 中別府　凌 近畿 ・ 兵庫

大川　嵐史
2 0

田中　陸登

保木本　佳祐 中国 ・ 鳥取 1 大日向　玲生 関東 ・ 神奈川

竹内　豪 藤本　祥吾

澤田　吉広 東北 ・ 山形
2

中島　匠 東海 ・ 三重

石垣　龍杜
1

2 森　颯哉

髙橋　直広 関東 ・ 千葉 2 2 関　陸斗 北海道 ・ 北海道

関　基希
2 1

蝦名　海飛

中野　倖太郎 近畿 ・ 兵庫 竹下　聖祥 九州 ・ 熊本

八十川　侃士 浦川　優生

髙西　陸斗 東海 ・ 三重 1 2 大和　憲史 関東 ・ 東京

杉崎　滉太 飯田　多惟

谷村　亮太 九州 ・ 長崎 水木　瑠 東北 ・ 青森

長島　奨
3

古山　祐也

真玉　大輔 中国 ・ 島根 岡安　義貴 関東 ・ 埼玉

津田　知紀
0

岡安　龍貴

近藤　颯人 四国 ・ 徳島 高橋　建人 東海 ・ 岐阜

小山　開生 0

2

3 高橋　祐人

根本　拓哉 東北 ・ 福島 3 阿部　隆之介 北信越 ・ 新潟

檜山　遥斗 丸山　憧

山根　竜馬 北海道 ・ 北海道
1

松田　脩汰 九州 ・ 宮崎

山村　颯人 0 五十嵐　拓海

宮下　皓志 関東 ・ 埼玉
3

石井　健太 中国 ・ 広島

小林　泰智
2 0

平野　瑠衣

上谷　俊輔 近畿 ・ 兵庫 佐藤　匠 関東 ・ 群馬

山本　大陸 3 3 𠮷田	 	 葵

織田　歩睦 九州 ・ 佐賀 1

0

3 旭　笑 開催地 ・ 山形

白濱　勇哉 佐浦　レナト

玉本　基 東海 ・ 岐阜 中西　夏輝 近畿 ・ 大阪

伊藤　端哉 田中　駿平

水木　瑠 東北 ・ 青森

古山　祐也 0
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33 （ ） （ ） 49
燕中等 善通寺東

34 （ ） （ ） 50
砧南 大津

35 （ ） （ ） 51
湊山 中和田

36 （ ） （ ） 52
酒田第三 橋南

37 （ ） （ ） 53
小金南 美唄

38 （ ） （ ） 54
龍野西 宇土鶴城

39 （ ） （ ） 55
大台 清明学園

40 （ ） （ ） 56
広田 尾上

41 （ ） （ ） 57
松江第四 杉戸

42 （ ） （ ） 58
入田 大垣東

43 （ ） （ ） 59
西郷第一 小千谷

44 （ ） （ ） 60
札幌西野 西階

45 （ ） （ ） 61
鴻巣赤見台 黒瀬

46 （ ） （ ） 62
本山南 渋川北

（ ） 64
多治見 上宮

47 （ ） （ ） 63
塩田 長井北

56 （ ）

48 （ ）

尾上



第４６回全国中学校ソフトテニス大会	 男子個人戦結果	 

＜１回戦＞	 

1	 長	 純平・小倉	 輝ペア	 川口市立芝中学校(埼玉)	 ④—０	 2	 山口	 翼・米田	 浩太朗ペア	 山形市立山形第十中学校(山形)	 

3	 大年	 優吾・牧原	 大晟ペア	 呉市立広中央中学校(広島)	 ０—④	 4	 山本	 陸・藤井	 理央ペア	 砺波市立出町中学校(富山)	 

5	 佐野	 優真・鍛冶	 尚哉ペア	 富士宮市立大富士中学校(静岡)	 １—④	 6	 赤川	 修太・山中	 柊冴ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 

7	 北島	 紳・牟田	 侑世ペア	 小城市立三日月中学校(佐賀)	 ２—④	 8	 濱田	 唯渡・野尻	 祐貴ペア	 善通寺市立善通寺東中学校(香川)	 

9	 藤田	 大輝・笹谷	 拓海ペア	 江別市立江別第一中学校(北海道)	 ④—３	 10	 櫻井	 亮輔・両角	 仁志ペア	 私立清明学園中学校(東京)	 

11	 森	 皓平・山口	 航ペア	 藤枝市立青島中学校(静岡)	 ０—④	 12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校(山形)	 

13	 前田	 拓夢・松原	 幹ペア	 橋本市立橋本中学校(和歌山)	 ④—２	 14	 吉村	 泰成・有坂	 祐悟ペア	 長岡市立宮内中学校(新潟)	 

15	 山下	 真央・塚本	 梨久ペア	 佐倉市立臼井中学校(千葉)	 １—④	 16	 境	 颯汰・亀丸	 拓実ペア	 玉名市立天水中学校(熊本)	 

17	 松本	 英士・中川	 健太ペア	 下松市立下松中学校(山口)	 ３—④	 18	 近藤	 泰雅・江尻	 優太ペア	 杉戸町立杉戸中学校(埼玉)	 

19	 福田	 直人・齋藤	 龍二ペア	 鶴岡市立鶴岡第一中学校(山形)	 ④—２	 20	 城田	 英覇・西	 泰右ペア	 名古屋市立猪高中学校(愛知)	 

21	 原	 大湖・西山	 七海斗ペア	 私立昭和学院中学校(千葉)	 ２—④	 22	 中村	 海斗・林	 湧太郎ペア	 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校(福岡)	 

23	 片岡	 一星・大田	 真也ペア	 善通寺市立善通寺東中学校(香川)	 ０—④	 24	 下原	 涼太・清水	 佑ペア	 尼崎市立武庫東中学校(兵庫)	 

25	 木村	 一喜・川崎	 空斗ペア	 長野市立三陽中学校(長野)	 ④−２	 26	 成田	 和真・守屋	 優人ペア	 江別市立江別中央中学校(北海道)	 

27	 櫻井	 	 恒暢・小板橋	 	 侑大ペア	 安中市立安中第二中学校(群馬)	 ④—３	 28	 白川	 雄己・西田	 龍ノ介ペア	 松山市立松山南中学校(愛媛)	 

29	 中村	 日紀・深水	 凜ペア	 熊本市立湖東中学校(熊本)	 ④—３	 30	 安部	 冴太・橋本	 颯太ペア	 江府町立江府中学校(鳥取)	 

31	 瀬戸	 康平・山根	 吉平ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 ０—④	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

33	 小林	 将貴・関根	 伊吹ペア	 新潟県立燕中等中学校(新潟)	 １—④	 34	 小宅	 渉・大川	 嵐史ペア	 世田谷区立砧南中学校(東京)	 

35	 保木本	 佳祐・竹内	 豪ペア	 米子市立湊山中学校(鳥取)	 １—④	 36	 澤田	 吉広・石垣	 龍杜ペア	 酒田市立酒田第三中学校(山形)	 

37	 髙橋	 直広・関	 基希ペア	 松戸市立小金南中学校(千葉)	 ２—④	 38	 中野	 倖太郎・八十川	 侃士ペア	 たつの市立龍野西中学校(兵庫)	 

39	 髙西	 陸斗・杉崎	 滉太ペア	 大台町立大台中学校(三重)	 １—④	 40	 谷村	 亮太・長島	 奨ペア	 佐世保市立広田中学校(長崎)	 

41	 真玉	 大輔・津田	 知紀ペア	 松江市立松江第四中学校(島根)	 ④—０	 42	 近藤	 颯人・小山	 開生ペア	 徳島市入田中学校(徳島)	 

43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 ④—０	 44	 山根	 竜馬・山村	 颯人ペア	 札幌市立札幌西野中学校(北海道)	 

45	 宮下	 皓志・小林	 泰智ペア	 鴻巣市立鴻巣赤見台中学校(埼玉)	 ④—３	 46	 上谷	 俊輔・山本	 大陸ペア	 神戸市立本山南中学校(兵庫)	 



47	 織田	 歩睦・白濱	 勇哉ペア	 嬉野市立塩田中学校(佐賀)	 １—④	 48	 玉本	 基・伊藤	 端哉ペア	 多治見市立多治見中学校(岐阜)	 

49	 石川	 恵伍・石川	 峻伍ペア	 善通寺市立善通寺東中学校(香川)	 ３—④	 50	 中別府	 凌・田中	 陸登ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 

51	 大日向	 玲生・藤本	 祥吾ペア	 横浜市立中和田中学校(神奈川)	 ④—２	 52	 中島	 匠・森	 颯哉ペア	 津市立橋南中学校(三重)	 

53	 関	 陸斗・蝦名	 海飛ペア	 美唄市立美唄中学校(北海道)	 ２—④	 54	 竹下	 聖祥・浦川	 優生ペア	 宇土市立宇土鶴城中学校(熊本)	 

55	 大和	 憲史・飯田	 多惟ペア	 私立清明学園中学校(東京)	 ２—④	 56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 

57	 岡安	 義貴・岡安	 龍貴ペア	 杉戸町立杉戸中学校(埼玉)	 ④—３	 58	 高橋	 建人・高橋	 祐人ペア	 大垣市立大垣東中学校(岐阜)	 

59	 阿部	 隆之介・丸山	 憧ペア	 小千谷市立小千谷中学校(新潟)	 ３—④	 60	 松田	 脩汰・五十嵐	 拓海ペア	 延岡市立西階中学校(宮崎)	 

61	 石井	 健太・平野	 瑠衣ペア	 東広島市立黒瀬中学校(広島)	 ④—３	 62	 佐藤	 匠・𠮷田	 	 葵ペア	 渋川市立渋川北中学校(群馬)	 
63	 旭	 笑・佐浦	 レナトペア	 長井市立長井北中学校(山形)	 ３—④	 64	 中西	 夏輝・田中	 駿平ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 

＜２回戦＞	 

1	 長	 純平・小倉	 輝ペア	 川口市立芝中学校(埼玉)	 ④—１	 	 4 	 山本	 陸・藤井	 理央ペア	 砺波市立出町中学校(富山)	 

6	 赤川	 修太・山中	 柊冴ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 	 ④—１	 8	 濱田	 唯渡・野尻	 祐貴ペア	 善通寺市立善通寺東中学校(香川)	 

9	 藤田	 大輝・笹谷	 拓海ペア	 江別市立江別第一中学校(北海道)	 	 ２—④	 12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校(山形)	 

13	 前田	 拓夢・松原	 幹ペア	 橋本市立橋本中学校(和歌山)	 	 ④—２	 16	 境	 颯汰・亀丸	 拓実ペア	 玉名市立天水中学校(熊本)	 

18	 近藤	 泰雅・江尻	 優太ペア	 杉戸町立杉戸中学校(埼玉)	 ０—④	 	 19	 福田	 直人・齋藤	 龍二ペア	 鶴岡市立鶴岡第一中学校(山形)	 

22	 中村	 海斗・林	 湧太郎ペア	 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校(福岡)	 ④—０	 	 24	 下原	 涼太・清水	 佑ペア	 尼崎市立武庫東中学校(兵庫)	 

25	 木村	 一喜・川崎	 空斗ペア	 長野市立三陽中学校(長野)	 ３—④	 27	 櫻井	 	 恒暢・小板橋	 	 侑大ペア	 安中市立安中第二中学校(群馬)	 

29	 中村	 日紀・深水	 凜ペア	 熊本市立湖東中学校(熊本)	 	 ０—④	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

34	 小宅	 渉・大川	 嵐史ペア	 世田谷区立砧南中学校(東京)	 	 １—④	 36	 澤田	 吉広・石垣	 龍杜ペア	 酒田市立酒田第三中学校(山形)	 

38	 中野	 倖太郎・八十川	 侃士ペア	 たつの市立龍野西中学校(兵庫)	 ２—④	 40	 谷村	 亮太・長島	 奨ペア	 佐世保市立広田中学校(長崎)	 

41	 真玉	 大輔・津田	 知紀ペア	 松江市立松江第四中学校(島根)	 	 ０—④	 43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

45	 宮下	 皓志・小林	 泰智ペア	 鴻巣市立鴻巣赤見台中学校(埼玉)	 ２—④	 	 48	 玉本	 基・伊藤	 端哉ペア	 多治見市立多治見中学校(岐阜)	 

50	 中別府	 凌・田中	 陸登ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 ④—２	 51	 大日向	 玲生・藤本	 祥吾ペア	 横浜市立中和田中学校(神奈川)	 

54	 竹下	 聖祥・浦川	 優生ペア	 宇土市立宇土鶴城中学校(熊本)	 	 １—④	 56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 

57	 岡安	 義貴・岡安	 龍貴ペア	 杉戸町立杉戸中学校(埼玉)	 ④—１	 	 60	 松田	 脩汰・五十嵐	 拓海ペア	 延岡市立西階中学校(宮崎)	 

61	 石井	 健太・平野	 瑠衣ペア	 東広島市立黒瀬中学校(広島)	 ０—④	 	 64	 中西	 夏輝・田中	 駿平ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 



＜３回戦＞	 

1 	 長	 純平・小倉	 輝ペア	 川口市立芝中学校(埼玉) 	 ④—０	 	 6 	 赤川	 修太・山中	 柊冴ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 

12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校(山形)	 	 ④—１	 13	 前田	 拓夢・松原	 幹ペア	 橋本市立橋本中学校(和歌山)	 

19	 福田	 直人・齋藤	 龍二ペア	 鶴岡市立鶴岡第一中学校(山形)	 ２—④	 22	 中村	 海斗・林	 湧太郎ペア	 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校(福岡)	 

27	 櫻井	 	 恒暢・小板橋	 	 侑大ペア	 安中市立安中第二中学校(群馬)	 ３—④	 	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

36	 澤田	 吉広・石垣	 龍杜ペア	 酒田市立酒田第三中学校(山形)	 ２—④	 	 40	 谷村	 亮太・長島	 奨ペア	 佐世保市立広田中学校(長崎)	 

43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 	 ④—０	 48	 玉本	 基・伊藤	 端哉ペア	 多治見市立多治見中学校(岐阜)	 

50	 中別府	 凌・田中	 陸登ペア	 姫路市立大津中学校(兵庫)	 	 ０—④	 56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 

57	 岡安	 義貴・岡安	 龍貴ペア	 杉戸町立杉戸中学校(埼玉)	 	 ２—④	 64	 中西	 夏輝・田中	 駿平ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 

＜４回戦＞	 

1	 長	 純平・小倉	 輝ペア	 川口市立芝中学校(埼玉)	 	 ２—④	 12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校(山形)	 

22	 中村	 海斗・林	 湧太郎ペア	 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校(福岡)	 １—④	 	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

40	 谷村	 亮太・長島	 奨ペア	 佐世保市立広田中学校(長崎)	 １—④	 	 43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 	 ④—３	 64	 中西	 夏輝・田中	 駿平ペア	 私立上宮中学校(大阪)	 

＜準決勝＞	 

12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校(山形)	 	 ０—④	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 	 ３—④	 56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 

＜決勝＞	 

32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 	 ④—０	 56	 水木	 瑠・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校(青森)	 

	 

	 

優	 勝	 32	 北野	 亮介・鈴木	 竜弥ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 

準優勝	 56	 水木	 	 瑠	 ・古山	 祐也ペア	 平川市立尾上中学校	 	 (青森)	 

第３位	 12	 渡邉	 光樹・本間	 海斗ペア	 中山町立中山中学校	 	 (山形)	 

第３位	 43	 根本	 拓哉・檜山	 遥斗ペア	 西郷村立西郷第一中学校(福島)	 
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