
シード 1R 2R 3R 4R 4R 3R 2R 1R シード
1 1 成田海斗 函館中部高 a a a a a b a a 菅野稜太 函館高専 4 17

渡部敦 函館中部高 a 對馬歩夢 函館高専
成田海斗 菅野稜太
渡部敦 對馬歩夢

2 BYE BYE 18

成田海斗 菅野稜太
渡部敦 對馬歩夢

3 佐々木崇行 函館工高 a 60 63 b 新井雄太 函館ラサール中 19
大田武 函館工業高 大清水拓斗 函館ラサール中

佐々木崇行 小林勝也
大田武 伊藤幹太

4 厚東勇慶 函館ラサール中 W.O 60 小林勝也 函館中部高 20
藤田明宗 函館ラサール中 伊藤幹太 函館中部高

成田海斗 筑前幸也
渡部敦 野呂章仁

5 工藤柊人 函館大有斗高 b 60 75 b 藤原弘人 函館工高 21
北畠宗平 函館大有斗高 綿谷洸希 函館工高

6 BYE BYE 22

福田玲於 筑前幸也
坂口颯麻 野呂章仁

7 BYE b 64 61 b BYE 23

福田玲於 筑前幸也
坂口颯麻 野呂章仁

8 福田玲於 函館中部高 筑前幸也 函館中部高 24
坂口颯麻 函館中部高 野呂章仁 函館中部高

成田海斗 筑前幸也
渡部敦 野呂章仁

9 千葉寛哉 函館ラサール中 b a 60 63 a a a 羽鳥辰之介 函館高専 25
佐藤眞凰 函館ラサール中 酒谷敬太 函館工高

羽鳥辰之介
酒谷敬太

10 BYE BYE 26

木村遼太郎 羽鳥辰之介
小川泰生 酒谷敬太

11 BYE b 63 62 BYE 27

木村遼太郎
小川泰生

12 木村遼太郎 函館工高 国谷滉大 市立函館高 28
小川泰生 函館工高 谷本颯太 市立函館高

木村遼太郎 羽鳥辰之介
小川泰生 酒谷敬太

13 若月駿亮 函館ラサール高 b 64 61 b 丹羽朝陽 七飯高 29
高瀬輝 函館ラサール高 五島大登 七飯高

14 BYE BYE 30

髙橋柊人 加藤寛彬
佐々木俊輔 飯田勇希

15 BYE b 63 61 b BYE 31

髙橋柊人 加藤寛彬
佐々木俊輔 飯田勇希

16 6 髙橋柊人 函館柏稜高 加藤寛彬 函館中部高 5 32
佐々木俊輔 函館柏稜高 飯田勇希 函館中部高
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成田海斗
渡部敦
61



33 8 横山翼 市立函館高 a a a b b a a a 宮田昌佳 函館中部高 7 49
青山龍人 市立函館高 b 桜井将大 函館中部高

横山翼 宮田昌佳
青山龍人 桜井将大

34 BYE BYE 50

横山翼 宮田昌佳
青山龍人 桜井将大

35 BYE W.O 60 BYE 51

36 照井誉大 函館西高 浦崎友彰 函館商高 52
稲村一輝 函館西高 山川航平 函館商高

横山翼 宮田昌佳
青山龍人 桜井将大

37 若松群人 函館柏稜高 b 63 60 a a 西條響 七飯高 53
三浦大地 函館柏稜高 笹村佑成 七飯高

西條響
笹村佑成

38 BYE BYE 54

佐藤奨真 西條響
大久保尊虎 笹村佑成

39 BYE b 61 61 BYE 55

佐藤奨真
大久保尊虎

40 佐藤奨真 函館工高 三崎大夢 市立函館高 56
大久保尊虎 函館工高 鈴木賢人 市立函館高

伊藤大聖 山崎碧
岡田崚 杉澤拓

41 小川修冴 函館高専 b b 64 61 b a a 村中愁 函館工高 57
畑寛哉 函館高専 松川周斗 函館工高

村中愁
松川周斗

42 BYE BYE 58

宮城孝志 村中愁
斉藤章晴 松川周斗

43 BYE b 61 64 BYE 59

宮城孝志
斉藤章晴

44 宮城孝志 函館ラサール高 菅原成貴 市立函館高 60
斉藤章晴 函館ラサール高 築田空人 市立函館高

伊藤大聖 山崎碧
岡田崚 杉澤拓

45 横道康黛 函館ラサール高 a b 62 61 b b 今岡佑 函館工高 61
西川修平 函館ラサール高 萩野祥天人 函館工高

横道康黛 前原竜聖
西川修平 田渕未央

46 紀谷渓太 市立函館高 75 61 前原竜聖 函館ラサール高 62
武藤恭平 市立函館高 田渕未央 函館ラサール高

伊藤大聖 山崎碧
岡田崚 杉澤拓

47 BYE b 62 62 b BYE 63

伊藤大聖 山崎碧
岡田崚 杉澤拓

48 3 伊藤大聖 函館西高 山崎碧 市立函館高 2 64
岡田崚 函館西高 杉澤拓 函館工高

1 成田海斗 函館中部高 a
渡部敦 函館中部高

成田海斗
渡部敦

64 山崎碧 市立函館高 61
杉澤拓 函館工高

杉澤拓
61

決勝戦

山崎碧
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