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女子団体女子団体女子団体女子団体
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男子団体 

1R1 1 城南　　 3-0 高知西　 2 2R1 1 城南　　 2-0 東温　　 4

S1 6-0 S1 6-1

S2 6-1 S2 2-0(打切)

1R2 3 高松桜井 0-3 東温　　 4 2R2 5 高松南　 0-2 高知　　 8

S1 2-6 S1 1-6

S2 3-6 S2 1-1(打切)

1R3 5 高松南　 2-1 徳島商業 6 2R3 9 高松北　 2-0 高知学芸 12

S1 3-6 S1 6-0

S2 6-0 S2 2-1(打切)

1R4 7 新居浜東 0-3 高知　　 8 2R4 13 城ノ内　 0-2 新田　　 16

S1 4-6 S1 1-6

S2 1-6 S2 0-2(打切)

1R5 9 高松北　 3-0 今治南　 10 ＳＦ1 1 城南　　 2-0 高知　　 8

S1 6-3 S1 5-5(打切)

S2 6-0 S2 6-1

1R6 11 城東　　 0-3 高知学芸 12 ＳＦ2 9 高松北　 2-0 新田　　 16

S1 1-6 S1 4-5(打切)

S2 1-6 S2 6-3

1R7 13 城ノ内　 3-0 丸亀　　 14 Ｆ 1 城南　　 2-1 高松北　 9

S1 6-1 S1 7-6(7)

S2 6-3 S2 3-6

1R8 15 高知中央 0-3 新田　　 16

S1 2-6

S2 3-6

山本　　大智③ 溝内　　　直③

安部　　直人② 野田　　雄希③

菅生　　雅斗③
6-2

佐々木　和平③

松田　　悠汰③ 川波　　侑斗③

渡辺　　亮佑③ 鶴岡　　　誠②

谷　　　真志② 中　　慎太郎②

美馬　　優樹③ 吉村　　賢人③

増田　　圭吾③

D

野田　　雄希③

岡林　　航介②

安部　　直人② 中村　　　翔③

佐々木　和平③

下尾　　博紀①
6-3

山本　　琢也②

溝内　　　直③

森下　　宗瑛③
6-0

山地　　嵩仁③

西　　健太郎② 濱口　　和也②

D
菅生　　雅斗③

6-2
和田　　祥司③

松田　　悠汰③ 近澤　　直哉③

渡辺　　亮佑③

谷　　　真志②

弓立　　祐生①

川波　　侑斗③

下元　　瑛翔②

松田　　悠汰③ 宮川　　春樹③

山本　　大智③

D

島本　　和輝③

久米　　貴彦②

岡林　慶一郎③

D

D

4-6

岡林　慶一郎③

長谷　　暢俊③

安部　　直人②

武市　　允希③

D 1-6

岩瀬　　嗣敦③ 横川　　拓哉③
D 6-3

冨田　　大介② 吉田　　将也②

渡邊　　将太③

長谷　　暢俊③

乗松　　俊哉③

岩瀬　　嗣敦③
D

松田　　悠汰③ 乗松　　俊哉③

菅生　　雅斗③

6-3
菅生　　雅斗③

坂吉　　　仁②

吉村　　賢人③

山本　　大智③ 渡邊　　将太③

下元　　瑛翔②

D

6-2

浅利　　将行① 坂吉　　　仁②

3-6
下元　　瑛翔②

髙橋　　和孝③ 宮川　　春樹③

田中　　寛晃③ 中村　　　翔③

野田　　雄希③ 田坂　　竜正②

D

下尾　　博紀①

D

福井　　優弥③ 嶋川　　雄平③

溝内　　　直③ 住吉　　大樹③

D

田村　　　亮① 弓立　　祐生①

D 1-6
安岡　　昴樹③

朴木　　奨也③ 山本　　琢也②

D

森本　剛一郎② 岡林　　航介②

中村　　　翔③

筒井　　健人③
6-1

小田　　研人①川波　　侑斗③

嶋川　　雄平③

野田　　雄希③

山本　　大智③ 坂本　　貴宏③

安部　　直人② 久保　　雅輝③

藤本　　雄大③

冨田　　大介② 宮川　　春樹③

D 6-2
川波　　侑斗③

増田　　洸一③

小比賀　啓一②

森本　剛一郎②

佐々木　和平③

三谷　　祥平③

山本　　健太③

堀部　　雅人③

小田　　研人①
4-6

伊藤　　周平③ 筒井　　健人③

神野　　広樹② 岡林　　航介②

鳥生　　　祥②

弓立　　祐生①

坂吉　　　仁②

堀部　　雅人③

溝内　　　直③

佐々木　和平③

3-6
山本　　琢也②

西　　健太郎② 下尾　　博紀①

森下　　宗瑛③

 



女子団体 

1R1 1 英明 3-0 城南 2 2R1 1 英明 2-0 松山中央 4

S1 6-3 S1 6-1

S2 6-0 S2 打切

1R2 3 土佐女子 1-2 松山中央 4 2R2 5 徳島商業 1-2 高松北 7

S1 6-3 S1 6-2

S2 5-7 S2 4-6

1R3 5 徳島商業 3-0 宇和島東 6 2R3 9 済美 2-0 高知 11

S1 6-1 S1 6-1

S2 6-3 S2 1-1(打切)

1R4 7 高松北 3-0 土佐 8 2R4 14 松山東 0-2 徳島市立 16

S1 6-2 S1 3-6

S2 6-1 S2 0-1(打切)

1R5 9 済美 2-1 城ノ内 10 ＳＦ1 1 英明 2-0 高松北 7

S1 6-0 S1 6-4

S2 4-6 S2 5-3(打切)

1R6 11 高知 2-1 坂出 12 ＳＦ2 9 済美 1-2 徳島市立 16

S1 6-4 S1 6-3

S2 1-6 S2 5-7

1R7 13 高知南 1-2 松山東 14 Ｆ 1 英明 2-0 徳島市立 16

S1 0-6 S1 4-5(打切)

S2 2-6 S2 6-1

1R8 15 三木 0-3 徳島市立 16

S1 0-6

S2 3-6

平井　　亜美③ 藪内　　あゆ①

一宮　　　鈴③

宮本　早央里① 島本　　愛里③

村上　ひろか③ 藤岡　　莉子②

D

村上　ひろか③

大野　　美南①

多田　　早織③

平井　　亜美③ 池田　　　楓②

井上　　裕衣③
D

川筋　　晶代①
6-2

中野　　舞夜③ 大塚　万里奈①

宮本　　　優① 大西　由理佳①

福田　　　茜②

D
服部　　理美③

6-3
丸尾　　響子③

中村　亜加音③ 大塚　　詩乃③

中平　　加奈③ 谷口　　結衣②

中村　あゆみ②

D
宮本　早央里①

6-0
米本　　美汀③

髙橋　　里佳① 藤原　未南子②

村上　ひろか③

藤岡　　莉子②

光宗　　育子③

3-6
一宮　　　鈴③

島本　　愛里③

山本　　詩那③

髙橋　　里佳① 下野　和佳奈③

藪内　　あゆ①

D

四宮　　沙理③

小西　　美麻③

荻山　　紗也③

D

D

1-6

荻山　　紗也③平井　　亜美③

清水　真莉奈① 桑村　　美咲③

D 1-6

西條　　澄香② 谷口　　純代③
D 6-1

森　　　有沙② 竹葉　　千恵③

安永　多実子③

岡田　　恵美②

川筋　　晶代①

6-2
川筋　　晶代①

篠山　　真甫① 多田　　早織③

池田　　　楓②

西條　　澄香②

清水　真莉奈①

安永　多実子③

6-1

六車　　優花② 藪内　　あゆ①

6-1
寺尾　　麻沙③

下野　和佳奈③ 土井　　知香③

池田　　　楓② 戎井　　美咲③

宮本　早央里①

D

島本　　愛里③

D

田中　　望恵② 繁光　　真未③

D 6-3
光宗　　育子③

鈴木　ちはる② 一宮　　　鈴③

湯之上　直美③ 藤岡　　莉子②

D 1-6
三谷　　美沙②

星山　　紀恵③
6-0

中村　あゆみ②光宗　　育子③

井上　　裕衣③

藤井　　里歩②

森　　　有沙② 下野　和佳奈③

枇杷谷　優理①

福田　　　茜②

岡田　　恵美②
D

宮本　　まい②

大﨑　　麻未②

山本　　詩那③

村上　ひろか③ 藤本　加奈子①

平井　　亜美③ 坂東　　祐季②

日浦　　胡桃①

山本　　詩那③

枇杷谷　優理①

多田　　早織③

6-4
星山　　紀恵③ 増田　　晏与②

篠山　　真甫①

井上　　裕衣③

宮尾　　　歩② 田辺　　成美③

畠山　　　咲③

藪内　　あゆ①

田中　　千尋③

濱野　　綾那③

大野　　美南①

大塚　万里奈①

大西　由理佳①

大塚　　詩乃③

丸尾　　響子③

井上　　賢子②

D

田中　　望恵②

中平　　加奈③

清水　真莉奈① 藤岡　　莉子②

島本　　愛里③
2-6

一宮　　　鈴③

 



 

男子男子男子男子シングルスシングルスシングルスシングルス

弓立弓立弓立弓立　　　　祐生祐生祐生祐生 山本山本山本山本　　　　大智大智大智大智

6-26-26-26-2 6-26-26-26-2

岡林岡林岡林岡林　　　　航介航介航介航介 山本山本山本山本　　　　大智大智大智大智

6-46-46-46-4 6-36-36-36-3

岡林岡林岡林岡林　　　　航介航介航介航介 福井福井福井福井　　　　亮介亮介亮介亮介

6-16-16-16-1 7-57-57-57-5

坂吉坂吉坂吉坂吉　　　　　　　　仁仁仁仁 山本山本山本山本　　　　大智大智大智大智

7-6(4)7-6(4)7-6(4)7-6(4) 6-36-36-36-3

坂吉坂吉坂吉坂吉　　　　　　　　仁仁仁仁 野田野田野田野田　　　　雄希雄希雄希雄希

6-36-36-36-3 6-46-46-46-4

坂吉坂吉坂吉坂吉　　　　　　　　仁仁仁仁 田村田村田村田村　　　　　　　　亮亮亮亮

6-46-46-46-4 6-26-26-26-2

溝内溝内溝内溝内　　　　　　　　直直直直 田村田村田村田村　　　　　　　　亮亮亮亮

6-06-06-06-0 6-26-26-26-2

((((東温東温東温東温))))

野野野野 田田田田 雄雄雄雄 希希希希

藤藤藤藤 垣垣垣垣 滋滋滋滋

((((宇和島南宇和島南宇和島南宇和島南))))

9999

10101010

11111111

12121212

((((高松北高松北高松北高松北))))

((((城南城南城南城南))))

((((城南城南城南城南))))

((((高知学芸高知学芸高知学芸高知学芸))))

((((高松北高松北高松北高松北))))

((((高松北高松北高松北高松北))))

6666

((((高知中央高知中央高知中央高知中央))))

14141414

15151515

16161616

山山山山 本本本本 大大大大 地地地地

田田田田 村村村村 亮亮亮亮8888

7777 嶋嶋嶋嶋 川川川川 雄雄雄雄 平平平平

溝溝溝溝 内内内内 直直直直

5555

坂坂坂坂 吉吉吉吉 仁仁仁仁

弓弓弓弓 立立立立 祐祐祐祐 生生生生

安安安安 部部部部 直直直直 人人人人

岡岡岡岡 林林林林 航航航航 介介介介

((((城南城南城南城南))))

佐佐佐佐 々々々々 木木木木 和和和和平平平平 ((((高松北高松北高松北高松北))))

菅菅菅菅 生生生生 雅雅雅雅 斗斗斗斗

山山山山 本本本本 大大大大 智智智智

吉吉吉吉 村村村村 賢賢賢賢 人人人人

((((新田新田新田新田))))

((((高知学芸高知学芸高知学芸高知学芸))))

((((新田新田新田新田))))

福福福福 井井井井 亮亮亮亮 介介介介

渡渡渡渡 邊邊邊邊 将将将将 太太太太

山本山本山本山本　　　　大智大智大智大智

6-06-06-06-0

((((城南城南城南城南))))

((((高知高知高知高知))))

1111

4444

3333

2222

13131313

 

 

 

女子女子女子女子シングルスシングルスシングルスシングルス

清水清水清水清水　　　　真莉奈真莉奈真莉奈真莉奈 村上  村上  村上  村上  ひろかひろかひろかひろか

6-06-06-06-0 6-06-06-06-0

清水清水清水清水　　　　真莉奈真莉奈真莉奈真莉奈 村上  村上  村上  村上  ひろかひろかひろかひろか

6-36-36-36-3 6-26-26-26-2

尾崎尾崎尾崎尾崎　　　　仁美仁美仁美仁美 日浦日浦日浦日浦　　　　胡桃胡桃胡桃胡桃

6-16-16-16-1 6-16-16-16-1

清水清水清水清水　　　　真莉奈真莉奈真莉奈真莉奈 村上  村上  村上  村上  ひろかひろかひろかひろか

6-16-16-16-1 6-26-26-26-2

繁光繁光繁光繁光　　　　真未真未真未真未 東東東東　　　　　　　　　　　　遙遙遙遙

6-46-46-46-4 6-26-26-26-2

森森森森　　　　　　　　玲菜玲菜玲菜玲菜 平井平井平井平井　　　　亜美亜美亜美亜美

6-36-36-36-3 6-06-06-06-0

森森森森　　　　　　　　玲菜玲菜玲菜玲菜 平井平井平井平井　　　　亜美亜美亜美亜美

6-06-06-06-0 6-46-46-46-4

1111

4444

3333

2222

((((済美済美済美済美))))清清清清 水水水水 真真真真莉莉莉莉奈奈奈奈

繁繁繁繁 光光光光 真真真真 未未未未

尾尾尾尾 崎崎崎崎 仁仁仁仁 美美美美

((((土佐土佐土佐土佐))))

谷谷谷谷 口口口口 結結結結 衣衣衣衣 ((((坂出坂出坂出坂出))))

6666

寺寺寺寺 尾尾尾尾 麻麻麻麻 沙沙沙沙

((((坂出坂出坂出坂出))))

((((小松島西小松島西小松島西小松島西))))

5555

一一一一 宮宮宮宮 鈴鈴鈴鈴 ((((徳島市立徳島市立徳島市立徳島市立))))

((((川之江川之江川之江川之江))))

8888

7777 木木木木 村村村村 唯唯唯唯 香香香香

森森森森 玲玲玲玲 菜菜菜菜 ((((土佐塾土佐塾土佐塾土佐塾))))

田田田田 中中中中 千千千千 尋尋尋尋 ((((土佐土佐土佐土佐))))

村村村村 上上上上 ひひひひ ろろろろ かかかか

藪藪藪藪 内内内内 ああああ ゆゆゆゆ

安安安安永永永永 多多多多実実実実子子子子

((((英明英明英明英明))))

((((徳島市立徳島市立徳島市立徳島市立))))

((((松山中央松山中央松山中央松山中央))))

藤藤藤藤 岡岡岡岡 莉莉莉莉 子子子子 ((((徳島市立徳島市立徳島市立徳島市立))))

平平平平 井井井井 亜亜亜亜 美美美美 ((((英明英明英明英明))))

16161616

13131313

14141414

11111111

12121212

村上  村上  村上  村上  ひろかひろかひろかひろか
6-46-46-46-4

15151515

9999

10101010

日日日日 浦浦浦浦 胡胡胡胡 桃桃桃桃 ((((土佐女子土佐女子土佐女子土佐女子))))

東東東東 遙遙遙遙 ((((今治西今治西今治西今治西))))

 

 



 

男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス男子ダブルス

溝内･川波溝内･川波溝内･川波溝内･川波 渡邊･岡林渡邊･岡林渡邊･岡林渡邊･岡林

6-16-16-16-1 7-6(5)7-6(5)7-6(5)7-6(5)

溝内･川波溝内･川波溝内･川波溝内･川波 野田･佐々木野田･佐々木野田･佐々木野田･佐々木

6-36-36-36-3 6-46-46-46-4

蓑毛･藤垣蓑毛･藤垣蓑毛･藤垣蓑毛･藤垣 野田･佐々木野田･佐々木野田･佐々木野田･佐々木

6-16-16-16-1 6-46-46-46-4

岡林･下元岡林･下元岡林･下元岡林･下元 菅生･松田菅生･松田菅生･松田菅生･松田

6-26-26-26-2 6-26-26-26-2

岡林･下元岡林･下元岡林･下元岡林･下元 池田･橋本池田･橋本池田･橋本池田･橋本

7-57-57-57-5 6-26-26-26-2

岡林･下元岡林･下元岡林･下元岡林･下元 菅生･松田菅生･松田菅生･松田菅生･松田

6-06-06-06-0 6-06-06-06-0

山本･安部山本･安部山本･安部山本･安部 菅生･松田菅生･松田菅生･松田菅生･松田

6-36-36-36-3 6-26-26-26-2

(新田)(新田)(新田)(新田)

(高知)(高知)(高知)(高知)

15151515

16161616

13131313

(城南)(城南)(城南)(城南)

(高松北)(高松北)(高松北)(高松北)

14141414

11111111

12121212

(高松桜井)(高松桜井)(高松桜井)(高松桜井)

(城南)(城南)(城南)(城南)菅菅菅菅 生生生生 ････ 松松松松 田田田田

増増増増 田田田田 ････ 堀堀堀堀 田田田田

宮宮宮宮 川川川川 ････ 中中中中 村村村村

嶋嶋嶋嶋 川川川川 ････ 吉吉吉吉 村村村村

渡渡渡渡 邊邊邊邊 ････ 岡岡岡岡 林林林林

吉吉吉吉 村村村村 ････ 松松松松 内内内内

野野野野 田田田田 ････ 佐佐佐佐 々々々々 木木木木

柴柴柴柴 田田田田 ････ 松松松松 岡岡岡岡 (三木)(三木)(三木)(三木)

池池池池 田田田田 ････ 橋橋橋橋 本本本本

(城南)(城南)(城南)(城南)

(新田)(新田)(新田)(新田)

6666

飯飯飯飯 田田田田 ････ 前前前前 田田田田

(高知)(高知)(高知)(高知)

(城南)(城南)(城南)(城南)

5555

8888

7777 山山山山 本本本本 ････ 安安安安 部部部部

坂坂坂坂 吉吉吉吉 ････ 弓弓弓弓 立立立立

岡岡岡岡 林林林林 ････ 下下下下 元元元元

蓑蓑蓑蓑 毛毛毛毛 ････ 藤藤藤藤 垣垣垣垣

(高知)(高知)(高知)(高知)

門門門門 田田田田 ････ 藤藤藤藤 林林林林 (松山北)(松山北)(松山北)(松山北)

4444

3333

2222

(高松北)(高松北)(高松北)(高松北)溝溝溝溝 内内内内 ････ 川川川川 波波波波

菅生･松田菅生･松田菅生･松田菅生･松田
6-06-06-06-0

1111 (高知学芸)(高知学芸)(高知学芸)(高知学芸)

(東温)(東温)(東温)(東温)

9999

10101010

 

 

女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス

一宮･島本一宮･島本一宮･島本一宮･島本 山本･下野山本･下野山本･下野山本･下野

6-06-06-06-0 6-46-46-46-4

一宮･島本一宮･島本一宮･島本一宮･島本 湊川･鷲辺湊川･鷲辺湊川･鷲辺湊川･鷲辺

6-36-36-36-3 7-57-57-57-5

大山･中川大山･中川大山･中川大山･中川 湊川･鷲辺湊川･鷲辺湊川･鷲辺湊川･鷲辺

6-26-26-26-2 6-36-36-36-3

一宮･島本一宮･島本一宮･島本一宮･島本 村上･平井村上･平井村上･平井村上･平井

6-36-36-36-3 6-16-16-16-1

長谷･杉本長谷･杉本長谷･杉本長谷･杉本 藤岡･久木藤岡･久木藤岡･久木藤岡･久木

wowowowo 6-36-36-36-3

武本･　谷武本･　谷武本･　谷武本･　谷 村上･平井村上･平井村上･平井村上･平井

6-46-46-46-4 6-46-46-46-4

武本･　谷武本･　谷武本･　谷武本･　谷 村上･平井村上･平井村上･平井村上･平井

7-57-57-57-5 6-06-06-06-0

(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)

(土佐)(土佐)(土佐)(土佐)

(済美)(済美)(済美)(済美)

(高松北)(高松北)(高松北)(高松北)

(松山東)(松山東)(松山東)(松山東)

(英明)(英明)(英明)(英明)

(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)

(高知)(高知)(高知)(高知)

2222

(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)(徳島市立)一一一一 宮宮宮宮 ････ 島島島島 本本本本1111

大大大大 山山山山 ････ 中中中中 川川川川 (小豆島)(小豆島)(小豆島)(小豆島)

4444

3333

6666

山山山山 本本本本 ････ 宮宮宮宮 本本本本

(英明)(英明)(英明)(英明)

(松山中央)(松山中央)(松山中央)(松山中央)

5555

長長長長 谷谷谷谷 ････ 杉杉杉杉 本本本本 (徳島商業)(徳島商業)(徳島商業)(徳島商業)

宮宮宮宮 本本本本 ････ 川川川川 筋筋筋筋

西西西西 内内内内 ････ 福福福福 田田田田

(高知南)(高知南)(高知南)(高知南)

(東温)(東温)(東温)(東温)

8888

7777 武武武武 本本本本 ････ 谷谷谷谷

日日日日 浦浦浦浦 ････ 大大大大 﨑﨑﨑﨑 (土佐女子)(土佐女子)(土佐女子)(土佐女子)

藤藤藤藤 岡岡岡岡 ････ 久久久久 木木木木

星星星星 山山山山 ････ 田田田田 中中中中

村村村村 上上上上 ････ 平平平平 井井井井

大大大大 塚塚塚塚 ････ 大大大大 西西西西

9999

10101010

井井井井 上上上上 ････ 光光光光 宗宗宗宗

山山山山 本本本本 ････ 下下下下 野野野野

村上･平井村上･平井村上･平井村上･平井

6-16-16-16-1

15151515

16161616

13131313

14141414

11111111

12121212

湊湊湊湊 川川川川 ････ 鷲鷲鷲鷲 辺辺辺辺

寺寺寺寺 尾尾尾尾 ････ 森森森森 元元元元

 


