
髙橋　拓己 (愛媛) 23

2 伏見　龍将 (徳島) 長谷川騰也

※ 1 手塚　崚馬 (高知)

(香川) 24

3 三上　裕太 (愛媛) 芝本祐治郎 (高知) 25

△ 4 斉藤　秀太 (高知) 濱田　大樹 (徳島) 26

西田　光輝 (香川) 27

6 豊嶋　大基 (愛媛) 前島　新太

5 大川　剛輝 (香川)

28

7 播　　柊真 (徳島) 坂　　蒼生 (香川)

8 波賀　周作 (香川) 尾脇　秀斗 (高知)

11 乾　　秀馬 (徳島) 新名　亮太 (高知)

竹岡　海斗 (愛媛)

10 竹内　聖貴 (徳島) 四宮　誠人

9 鳥巣　靖高 (高知)

(徳島)

※ 12 三谷　尚輝 (徳島) 藤本　聖也 (香川) 34

15 栩平　和輝 (徳島) 井上　大輝 (愛媛)

上山　峻央 (高知)

14 塩入　拓磨 (愛媛) 水田　陸斗

13 南　　朋槻 (高知)

16 大坂　健智 (高知) 関本　愛輝 (徳島) 38

19 吉兼　　豊 (香川) 上村　将太 (愛媛)

景山　拓海 (高知)

18 吉野　彪功 (愛媛) 井上慎太郎

17 吉田　智史 (香川)

32

31

29

(徳島)

30

※ 22 安江　光博 (高知) 井上　一輝

21 山本　雄大 (愛媛)

20 池村　　仁 (徳島) 藤田　大輝 (香川) 42

四宮連太郎 (高知) 43

※

(愛媛) 44

※

△

41

(徳島) 40

39

37

(徳島) 36

35

33

男子シングルス (6～13コート)

決勝戦

※



42 ※※ 21 白山　亜美 (高知) 前瀧　初音 (愛媛)

40

20 妹尾美由季 (徳島) 家髙　しの (高知) 41

19 竹田　　葵 (愛媛) 黒田ゆうか (徳島)

38

18 村橋　紫楓 (徳島) 大西　華衣 (香川) 39

17 横山　有沙 (香川) 岡田　琴菜 (高知)

36

16 吉田　優海 (愛媛) 西川日満里 (徳島) 37

15 川田　蒼依 (徳島) 秋山　有紀 (高知)

34

14 地下久瑠美 (香川) 山地　理穂 (愛媛) 35

13 阿部　紗弓 (愛媛) 山田　操季 (徳島)

32

※ 12 青木　優実 (高知) 石丸　憂奈 (愛媛) 33

11 戎野　那菜 (徳島) 谷本　史奈 (香川)

10 吉本　愛美 (高知) 木塚　陽菜 (愛媛) 31 △

9 亀田　　怜 (愛媛) 森下　愛菜 (高知)

8 吉岡　優花 (徳島) 増田　あや (徳島) 29

7 成松さくら (愛媛) 渡邊　貴子 (高知)

6 松本さゆり (香川) 松澤帆乃果 (香川) 27

5 佐伯　充麗 (高知) 谷口　里蘭 (徳島)

4 岩本　結菜 (香川) 長尾　美佳 (愛媛) 25

3 河村　真帆 (徳島) 杢村　明彩 (香川)

2 藤﨑　茉耶 (高知) 名賀石莉帆 (徳島) 23

※ 1 池上　玲子 (愛媛) 河渕　雅友 (高知)

女子シングルス (14～21コート)

決勝戦

22 ※

24

26

28

30



※

※ 17 岡林　良典 (高知)

※

32

16 七條　優一 (香川) 仁科　　啓 (愛媛) 33

(香川) 31

15 福谷　祥平 (徳島) 高橋　惇二 (香川)

水野　裕章 (高知) 30

14 松田　孝平 (愛媛) 筒井　惇仁

13 佐賀　文昭 (香川)

12 畦地　大輔 (愛媛) 武知　祐之 (徳島) 29

11 大石　友哉 (香川) 中島　祥平 (高知) 28

川島　弘行 (香川) 26

10 中間　祐也 (徳島) 佐伯　隼平

9 山地　　諒 (愛媛)

(愛媛) 27

23

8 中村　友也 (香川) 前田　公成 (高知) 25

7 中川裕司郎 (徳島) 真渕　卓也 (徳島) 24

6 竹内　恒輝 (高知) 川口　真明

5 岡崎　将司 (徳島)

4 真鍋　侑也 (愛媛) 黒島　瑞規 (徳島) 21

3 矢野　裕大 (愛媛) 小松　洋寿 (高知) 20

2 戸田　貴雄 (高知) 和田　　昇

※ 1 山浦　崇志 (香川)

男子サーティ (27～31コート)

決勝戦

松山　大起 (香川) 18

(愛媛) 19

伊藤　雅範 (愛媛) 22

(香川)



綾野　宏隆 (香川) 18

2 藤野　博之 (徳島) 久保　博嗣

※ 1 藤井　孝一 (香川)

(高知) 19

3 川上　高幸 (愛媛) 亀井　宣宏 (徳島)

4 福田　弘高 (徳島) 土居　和志 (愛媛)

7 岡本　勝裕 (香川) 成松祐次郎 (愛媛)

矢部　秀樹 (徳島)

6 渡辺　久展 (高知) 山城　英孝

5 田中　浩一 (愛媛)

8 吉成　正臣 (徳島) 和田　卓也 (高知) 25

11 宮本　　勇 (香川) 古田　明良 (徳島)

瀬尾　翔司 (徳島)

10 豊永　大地 (高知) 豊嶋　明久

9 山下　貴司 (愛媛)

12 早雲　智弘 (徳島) 松村健太郎 (愛媛) 29

14 尾崎　博幸 (愛媛) 藤村　卓三

13 鬼松　健二 (香川) 丸山　高尚

17 松本　晋也 (徳島)

32

16 竹中　和久 (愛媛) 上原　誠司 (香川) 33

15 横手　健一 (香川) 藤野　雅也 (徳島)

山本　浩一 (愛媛) 34

※

(高知) 31

(香川) 30

28

(香川) 27

26

24

(香川) 23

22

20

21

男子フォーティ (32～36コート)

決勝戦

※



決勝戦

※

31

西川　博之 (徳島) 29

※

△

△ 16 西内　栄作 (高知) 宮本　政典 (高知) 32

(香川) 30

15 松田　芳和 (徳島) 清家　長久 (愛媛)

14 伊藤　孝規 (香川) 川崎　真一

13 谷本　芳英 (愛媛)

12 森　　武久 (徳島) 大川　竜二 (愛媛) 28

11 吉森　良二 (愛媛) 前川　俊輔 (徳島) 27

冨山　貴司 (香川) 25

10 藤田　憲昭 (高知) 青木　　勉

9 片岡　雅浩 (香川)

(高知) 26

(香川) 22

8 平山　保彦 (愛媛) 中山　隆志 (徳島) 24

7 松本　和仁 (香川) 古味　靖朗 (愛媛) 23

6 河村　智嗣 (徳島) 三谷　一秀

5 村岡　朋幸 (高知)

17

2 石谷　豊喜 (愛媛) 松尾　典昭

吉田　雄三 (高知) 21

※ 1 大栗　　寛 (徳島)

(高知) 18

男子フィフティ (1～5コート)

4 廣岡　秀樹 (香川) 藤原　昌二 (香川) 20

3 小松　千年 (高知) 星加　真一 (愛媛) 19

矢野　裕希 (愛媛)



※

9 正木　敬典 (愛媛)

8 月本　信次 (徳島) 藤浦　哲夫 (徳島) 17

16

(徳島)

13

八木　耕一 (愛媛) 14

(愛媛)

6 三間　英夫 (徳島) 15

7 岩佐　一徳 (香川) 小西　陽二 (香川)

山川　秀明

3 古谷　大樹 (愛媛) 大久保久紀 (徳島) 12

5 大西　　眞 (香川)

4 奥村　　正 (徳島)

2 篠原　信幸 (徳島) 中山　定則

※ 1 美馬　包治 (徳島)

男子ローシックスティ (7・8コート)

決勝戦

弘光　利彦 (高知) 10

星加　達也 (香川)

11

※

2 岡澤　威司 (徳島) 奥山　　登 (徳島) 11

※ 1 高橋　英治 (愛媛)

男子ハイシックスティ (5・6コート)

篠原　敏雄 (愛媛) 10 ※

4 近藤　裕司 (徳島) 近藤　修司 (徳島) 13

3 佐野　和典 (愛媛) 江見　和真 (香川) 12

※ 6 小橋　秀樹 (香川) 真田　勝幸 (愛媛) 15

5 田中　稔英 (高知) 川西　隆昭 14

△ 9 旅田　和彦 (香川)

(愛媛) 16

8 藤田　和弘 (愛媛) 山勢　和幸 (徳島) 17 ※

7 岡山　繁之 (徳島) 末廣　鉄雄

決勝戦

(香川)



5 田中　守次 (愛媛)

4 大西　健二 (香川)

3 星加　真五 (愛媛)

※ 1 横山喜久雄 (香川)

2

和田　富秀 (愛媛) 10

※米田　　巧 (香川) 11

7

氏川　幹夫 (愛媛) 8

(徳島) 9

(香川)田中　保志 (香川) 小畑　哲雄

男子ローセブンティ (3・4コート)

決勝戦

高橋　建依 (高知) 6

山本　幸男

(愛媛) 7 ※

2 稲田　豊久 (香川) 長谷部弘和 (愛媛) 8

※ 1 井上　秀司 (香川) 若林　幸雄

4 妹尾　　毅 (徳島) 早雲　明晴 (徳島) 10

3 藤原　嗣生 (愛媛) 合田　俊典

男子ハイセブンティ (1・2コート)

決勝戦

(愛媛) 11

※ 6 高杉　二郎 (香川) 石井　　修 (愛媛) 12 ※

5 橘　　一彦 (愛媛) 都築　修造

(香川) 9



決勝戦

※ 4 辻　　正夫 (香川) 久積　　勇

谷本　邦彦

2 田岡　秀朗 (香川) 6

※ 1 中山　和英 (徳島)

武本　　伍 (愛媛)

男子エイティ (9・10コート)

決勝戦

和田　次郎 (高知) 5 ※

(徳島)

※(香川) 8

7

※ 1 中野　高行 (高知) 芝本　和史 (徳島) 12

2 濱本　寛信 (徳島) 廣田　　岳 (高知) 13

(愛媛) 14

4 戸田　明男 (愛媛) 井上　仁司 (愛媛) 15

3 古谷　智洋 (愛媛) 野村　卓哉

(徳島) 16

6 米村　俊郎 (香川) 中島　直哉 (香川) 17

5 村橋　丈彦 (徳島) 湯浅　文則

(高知) 森田　勝樹

(愛媛) 18

8 東條　賢二 (徳島) 田中　　圭 (徳島) 19

7 井出　博文 (愛媛) 山本　真司

(高知) 22 ※

男子教職員 (21～23コート)

11 石山　将成 (愛媛) 小野　泰佑

(香川) 20

10 竹内　伸志 (徳島) 澤田　一幸 (愛媛) 21

9 市川　尊志



(愛媛)

松浦　宏美 (徳島) 原口　尚代 (徳島) 5 ※

真田あすか (愛媛)

※

※

安藤　未希 山地　理沙

決勝戦

1

2

3

(香川)

女子サーティ (25コート)

4

佐藤　一朱 (高知)

2 成松　麻里 (愛媛) 野口　由美 (徳島)

※ 1 乾　佑実子 (徳島)

山下　幸子 (愛媛)

※ 4 木塚　悦子 (愛媛) 米崎　治子 (徳島)

3 木村妃呂子 (香川)

決勝戦

女子フォーティ (26コート)

5 ※

6

7

8 ※



14

山下　静江 (徳島) 15 ※

(香川)

(愛媛)

※ 7 元木　真理 (徳島) 檜澤　美幸

(愛媛)

12

6 小林　清美 (香川) 西岡　弘子 (徳島) 13

5 福井　奈緒 (徳島) 及川　由佳

3 國岡　裕美 (徳島) 松岡　恵美

4 猪川　淳子 (愛媛) 山本真由美

※ 1 安藤　朱美 (香川) 石尾由里子

2 吉田香代子 (愛媛) 西森　久子

女子フィフティ (22～24コート)

決勝戦

8 ※

(徳島) 9

(香川)

10

(徳島) 11



(徳島) 13

7 松岡美知子 (香川) 矢野　秀美 (愛媛) 14 ※

6 小椋冨美子 (愛媛) 三好貴美代

(徳島) 11

5 稲田　恵美 (愛媛) 杉村　範子 (香川) 12

4 竹内百合子 (徳島) 表原　粋子

※ 1 横山祐見子 (高知) 真田さと子

3 井手緋沙子 (愛媛) 米田智恵美

2 井内　智子 (徳島) 坪井　清子

決勝戦

(香川)

女子ハイシックスティ (13・14コート)

(愛媛) 8 ※

(徳島) 9

(香川) 10

8 近藤千珠子 (香川) 金子　美治 (愛媛) 16 ※

7 竹森伊佐代 (徳島) 増野　　忍

6 安芸　孝子 (徳島) 高橋　往代 (香川) 14

5 阿部千香子 (愛媛) 後藤田美知恵 (徳島)

(香川) 大森　順子

※ 1 十川　早苗 (徳島) 堀江　晶子

2 上甲いつ子 (愛媛) 林　　和代

3 山下　康代 (徳島) 橋田　里美

4 和田まゆみ

女子ローシックスティ (15・16コート)

決勝戦

9 ※

(徳島) 10

(香川)

11

(徳島) 12

(愛媛)

13

15



決勝戦

5 島田美千代 (徳島) 矢野　絹子 (愛媛) 10 ※

4 松本香代子 (愛媛) 尾崎貴美恵

(高知) 会見　信子

2 光宗佐賀美 (愛媛) 嵐　　律子

9

※ 1 赤松　康子 (愛媛) 中西　京子

女子ハイセブンティ (17・18コート)

(愛媛) 6 ※

(徳島) 7

(香川) 8

(徳島)

3 池川　和代

女子ローセブンティ (19・20コート)

決勝戦

※ 7 馬瀬　素子 (徳島)

12

6 山口　冷子 (愛媛) 武田　幸子 (愛媛) 13 △

5 堀井　邦子 (愛媛) 野﨑　房子 (香川)

10

※ 4 香西恵美子 (香川) 藤岡　明美 (徳島) 11

3 渡部　良子 (愛媛) 勝浦　和子 (徳島)

8 ※

2 大滝　茂子 (徳島) 熊野　千恵 (愛媛) 9

※ 1 氏家　秀子 (香川) 佐々木美保 (愛媛)



長岡亜衣梨 (徳島) 4 ※

決勝戦

2 大岩　純菜 (愛媛)

女子教職員 (24コート)

※ 1 杉本　千佳 (愛媛) 阿部真由美 (愛媛) 3 ※

女子エイティ (11・12コート)

決勝戦

10

岩﨑　末子 (香川) 11 ※

(香川)

8

(愛媛) 9

※ 5 大平　満子 (高知) 藤田　幸子

3 加地富士子 (愛媛) 八木　淳子 (徳島)

4 田岡ちゑ子 (香川) 一色千代子

6 ※

2 穴吹イソヱ (香川) 越智チサヱ (愛媛) 7

※ 1 白石　静子 (香川) 前田　典子 (香川)



男子ジュニア (25～30コート)

決勝戦

吉田　圭佑 (香川) 22

(徳島) 23

元木　健太 (徳島) 26

(愛媛)

2 村橋　紫陽 (徳島) 鉄野　優作

※ 1 梅村　友樹 (高知)

(高知) 24

4 引地　亮斗 (徳島) 星加　理希 (愛媛) 25

5 三好　臨平 (愛媛)

3 樋口　快威 (香川) 滋野　康成

27

7 吉本　　豊 (高知) 加藤　公輝 (高知) 28

8 勝江　悠人 (徳島) 坂東　　碧 (徳島) 29

△ 6 坂東　泰和 (香川) 坂本虎次朗

鶴羽慎之介 (徳島) 30

10 戒野　達希 (愛媛) 片桐　由稀

9 藤﨑　　樹 (高知)

(香川) 31

11 石田　真人 (徳島) 藤元　　駿 (高知) 32

12 伊藤　佑太 (香川) 小原　歓大 (愛媛) 33

近藤　汰一 (徳島) 34

14 佐々木洸輔 (愛媛) 瀨川　迅風

13 花見　悠斗 (高知)

(高知) 35

△ 15 横部　叶愛 (高知) 大西翔太郎 (香川) 36

16 仁木　　快 (徳島) 植西　龍矢 (徳島) 37

濵田　尚人 (高知) 38

18 泉川　幸太 (香川) 大恵　健人

△ 17 坂本倫太朗 (高知)

(香川) 39

19 平石　隼士 (徳島) 松田　倫瑠 (高知) 40

20 植松　裕太 (香川) 白石　晃太 (愛媛) 41

齋藤俊太朗 (高知) 42

住友　祐介 (徳島) 43

21 曽我　拓海 (愛媛)

△

※

△



女子ジュニア (31～36コート)

決勝戦

42

上澤　茉央 (高知) 43 ※

38

36

21 大森　もえ (愛媛) 石川　知佳 (高知)

40

20 水野　瑞希 (高知) 平川　嘉代 (愛媛) 41

19 豊永　夢乃 (徳島) 丸添　美咲 (徳島)

18 伊藤　　涼 (香川) 三谷　愛姫 (香川) 39

17 上澤　依央 (高知) 洙田　麻衣 (徳島)

△ 16 安藤　愛花 (香川) 西岡　緩夏 (高知) 37

15 大川　紗矢 (徳島) 平塚　優波 (香川)

34

14 三村　実来 (高知) 石井　春朱 (香川) 35

13 大谷さくら (愛媛) 藤野　夢姫 (徳島)

32 △

12 森影　夏都 (徳島) 永井里央子 (愛媛) 33

11 前山　美南 (香川) 伊藤　七海 (香川)

30

10 乃一　奈桜 (徳島) 内山　智晴 (高知) 31

9 山本　偉月 (高知) 坂口　　舞 (徳島)

28

△ 8 上田　紫乃 (高知) 宮﨑　陽菜 (香川) 29

7 長尾　結衣 (香川) 村上向日葵 (愛媛)

26

6 菅　　鈴菜 (愛媛) 髙木　陽菜 (徳島) 27

5 豊永祐里奈 (徳島) 大岩　綾乃 (愛媛)

24

4 河田あみる (愛媛) 藤澤　紗希 (高知) 25

3 樋口　美空 (香川) 山田　真緒 (徳島)

22 ※

2 谷口　玲音 (徳島) 眞鍋　心陽 (香川) 23 △

※ 1 青井さくら (高知) 横田　　心 (高知)


