
男子シングルス

藤井 湧真 (高知大学OB）

浜田 怜哉 (高知丸の内高校）

上里 奏人 (伊野南中）

藤原 和人 (坂出工業高校）

和田 環之 (岡豊）

北 憲二 (高知商）

栗山 将嗣 (松山大学）

宮崎 大夢 (松山大学）

川村 凌矢 (高知商）

役重 泰地 (高知西高校）

廣田 真也 (山崎治療院）

米持 雄貴 (ｽﾏｯｼｭ）

長江 晃希 (岡豊）

寺内 悠人 (高知商）

佐藤 鴻輝 (嶋本医院）

稲盛 悠平 (YONDEN）

藤原 侑矢 (高知丸の内高校）

井口 泰造 (高知商）

藤田 爽吾 (ﾁｷﾝﾊｰﾄ）

加藤 恭平 (高知大学）

平山 智基 (高知西高校）

田岡 類 (高知商）

本田 竜也 (松山大学）

長尾 一輝 (松山大学）

小島 礼人 (高知商）

小笠原 悠吾 (岡豊）

今城 光稀 (比叡山高校）

広瀬 裕也 (高知大学）

種田 巧 (春野中）

志賀 楓 (高知商）

森岡 秀斗 (中央大学）

長谷部 伸洋 (松山大学）

和田 武 (高知丸の内高校）

谷山 拓未 (高知大学）

水田 敦己 (高知商）

門脇 慧 (岡豊）

岡村 祐輝 (春野中）

田中 靖大 (高知商）

神野 正哉 (松山大学）

川窪 豪人 (松山大学）

松田 遥翔 (岡豊）

土居 大介 (高知商）

森山 雄太 (嶋本医院）

長崎 龍海 (高知商）

森田 啓介 (高知大学）

中山 優一郎 (高知西高校）

錦織 圭吾 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

梅野 椋司 (松山大学）

横田 昇馬 (高知西高校）

竹村 和徳 (高知丸の内高校）

櫻井 崇弘 (高知大学）

岩本 雄太 (関西学院大学）

稲津 裕万 (高知商）

森下 凌 (高知西高校）

清水 匡博 (吉本組）

白岡 佑樹 (松山大学）

深木 洸哉 (土佐高校）

高島 優人 (岡豊）

川窪 拓 (高知商）

古田 富大 (高知大学）

谷口 開生 (高知商）

河内 達哉 (愛媛銀行）

　-Ｘ
　-Ｘ



２－０

(県庁クラブ)
１－１

(香北)
０－２

(アッドクラブ)

男子シニアシングルス

男子シニアシングルス 勝-敗 順　位中村

中村 一誠 １○

×

○

×

松田

松田 敬助 ２○

×

鎌田

鎌田 直之 ３

男子ミドルシングルス

小賀 元裕 (山崎治療院）

滝口 寿和 (香北BC）

山本 卓也 (香北BC）

加藤 隆一 (ﾍﾟﾘｸﾞﾘﾝ）



２－０

(県庁クラブ)
１－１

(香北)
０－２

(アッドクラブ)

男子シニアシングルス

男子シニアシングルス 勝-敗 順　位中村

中村 一誠 １○

×

○

×

松田

松田 敬助 ２○

×

鎌田

鎌田 直之 ３



山崎 未来 (高知商）

岩本 ひより (高知西高校）

北岡 優里 (高知丸の内高校）

吉本 麻那 (高知商）

高橋 美由紀 (高知商）

黒石 愛奈 (春野中）

櫻井 奈保美 (ﾖﾈｯｸｽ）

小野川 結衣 (高知商）

北川 絢野 (高知丸の内高校）

片山 琴美 (高知商）

篠原 早紀 (高知西高校）

池 蒼生 (高知商）

野村 愛衣 (高知商）

枦山 実由 (高知西高校）

女子シングルス

倉本 梨香 (伊予銀行）

森沢 梨緒 (伊野南中）

男子ハイシニアシングルス

鶴山 道弘 (須崎ｸﾗﾌﾞ）

高橋 克郎 (ｱｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ）



山崎 未来 (高知商）

岩本 ひより (高知西高校）

北岡 優里 (高知丸の内高校）

吉本 麻那 (高知商）

高橋 美由紀 (高知商）

黒石 愛奈 (春野中）

櫻井 奈保美 (ﾖﾈｯｸｽ）

小野川 結衣 (高知商）

北川 絢野 (高知丸の内高校）

片山 琴美 (高知商）

篠原 早紀 (高知西高校）

池 蒼生 (高知商）

野村 愛衣 (高知商）

枦山 実由 (高知西高校）

女子シングルス

倉本 梨香 (伊予銀行）

森沢 梨緒 (伊野南中）



小賀 元裕 (山崎治療院） 宮田 秀輝 (須崎ｸﾗﾌﾞ）

細木 隆豊 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ） 北添 雅寛 (YONDEN）

滝口 寿和 (香北BC） 山本 卓也 (香北BC）

加藤 隆一 (ﾍﾟﾘｸﾞﾘﾝ） 山崎 義史 (山崎治療院）

男子ミドルダブルス
本田 竜也

川窪 豪人 錦織 圭吾 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

岡村 祐輝 稲盛 悠平 (YONDEN）

種田 巧 横田 昇馬

森山 雄太 (嶋本医院） 竹内 大勇琉

櫻井 崇弘 (高知大学） 深木 洸哉 (土佐高校）

平山 智基 藤原 和人 (坂出工業高校）

中山 優一郎 甲斐 一

鈴木 慎也 (松山大学） 梅野 椋司

真田 康心 (JA松山市） 加藤 恭平

廣田 真也 (山崎治療院） 谷山 拓未

岩本 雄太 (関西学院大学） 長谷部 伸洋 (松山大学）

白岡 佑樹 米持 雄貴 (ｽﾏｯｼｭ）

長尾 一輝 竹村 和徳

川窪 拓 (高知商） 藤原 侑矢

今城 光稀 (比叡山高校） 長江 晃希

筒井 俊樹 (教職員ｸﾗﾌﾞ） 高島 優人

森脇 広平 (ﾗｸｰﾝ） 清水 匡博 (吉本組）

渡部 翔大 (JA松山市） 佐藤 鴻輝 (嶋本医院）

河内 達也 (ｽﾏｯｼｭ） 森田 啓介 (高知大学）

浜田 怜哉 藤井 湧真 (高知大学OB）

和田 武 栗山 将嗣

岩原 賢享 (YONDEN） 伊藤 大地

高橋 史弥 (ｲｰｸﾞﾙ） 井口 泰造

門脇 慧 長崎 龍海

小笠原 悠吾 阿部 和哉 (BLOWIN）

滝口 翔大 (香北BC） 上村 哲正 (高知市役所）

竹崎 統庸 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ） 西岡 伸高 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

竹永 周平 (松山大学） 伊与木 隼人 (山崎治療院）

渡部 大吾 (ﾜｹｽﾎﾟｰﾂ） 森下 凌

広瀬 裕也 役重 泰地

西田 圭佑 宮崎 大夢 (松山大学）

神野 正哉 川村 秀儀 (高知大学）

入鹿 裕太 川村 凌矢 (高知商）

松田 遥翔 赤松 弘一朗 (東工業）

和田 環之 永野 翔太 (吉本組）

石川 直也 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 森岡 秀斗 (中央大学）

泥谷 雄平 (吉本組）

男子ダブルス

(松山大学）

(春野中）

(高知西高校）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(岡豊）

(高知大学）

(松山大学）

(岡豊）

(高知西高校）

(松山大学）

(高知大学）

(高知丸の内高校）

(岡豊）

(松山大学）

(高知商）

(高知西高校）

　-Ｘ
　-Ｘ



小賀 元裕 (山崎治療院） 宮田 秀輝 (須崎ｸﾗﾌﾞ）

細木 隆豊 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ） 北添 雅寛 (YONDEN）

滝口 寿和 (香北BC） 山本 卓也 (香北BC）

加藤 隆一 (ﾍﾟﾘｸﾞﾘﾝ） 山崎 義史 (山崎治療院）

男子ミドルダブルス
本田 竜也

川窪 豪人 錦織 圭吾 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

岡村 祐輝 稲盛 悠平 (YONDEN）

種田 巧 横田 昇馬

森山 雄太 (嶋本医院） 竹内 大勇琉

櫻井 崇弘 (高知大学） 深木 洸哉 (土佐高校）

平山 智基 藤原 和人 (坂出工業高校）

中山 優一郎 甲斐 一

鈴木 慎也 (松山大学） 梅野 椋司

真田 康心 (JA松山市） 加藤 恭平

廣田 真也 (山崎治療院） 谷山 拓未

岩本 雄太 (関西学院大学） 長谷部 伸洋 (松山大学）

白岡 佑樹 米持 雄貴 (ｽﾏｯｼｭ）

長尾 一輝 竹村 和徳

川窪 拓 (高知商） 藤原 侑矢

今城 光稀 (比叡山高校） 長江 晃希

筒井 俊樹 (教職員ｸﾗﾌﾞ） 高島 優人

森脇 広平 (ﾗｸｰﾝ） 清水 匡博 (吉本組）

渡部 翔大 (JA松山市） 佐藤 鴻輝 (嶋本医院）

河内 達也 (ｽﾏｯｼｭ） 森田 啓介 (高知大学）

浜田 怜哉 藤井 湧真 (高知大学OB）

和田 武 栗山 将嗣

岩原 賢享 (YONDEN） 伊藤 大地

高橋 史弥 (ｲｰｸﾞﾙ） 井口 泰造

門脇 慧 長崎 龍海

小笠原 悠吾 阿部 和哉 (BLOWIN）

滝口 翔大 (香北BC） 上村 哲正 (高知市役所）

竹崎 統庸 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ） 西岡 伸高 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

竹永 周平 (松山大学） 伊与木 隼人 (山崎治療院）

渡部 大吾 (ﾜｹｽﾎﾟｰﾂ） 森下 凌

広瀬 裕也 役重 泰地

西田 圭佑 宮崎 大夢 (松山大学）

神野 正哉 川村 秀儀 (高知大学）

入鹿 裕太 川村 凌矢 (高知商）

松田 遥翔 赤松 弘一朗 (東工業）

和田 環之 永野 翔太 (吉本組）

石川 直也 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 森岡 秀斗 (中央大学）

泥谷 雄平 (吉本組）

男子ダブルス

(松山大学）

(春野中）

(高知西高校）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(岡豊）

(高知大学）

(松山大学）

(岡豊）

(高知西高校）

(松山大学）

(高知大学）

(高知丸の内高校）

(岡豊）

(松山大学）

(高知商）

(高知西高校）

　-Ｘ
　-Ｘ



岡野 佳浩

小西 太

鶴山 道弘

西村 隆

男子ハイシニアダブルス

(香川県）

(須崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

桑名 功 (教職員ｸﾗﾌﾞ） 高橋 克郎

泉 正道 (ﾁｷﾝﾊｰﾄ） 蒲田 直之

宮田 勲 (kitson） 中村 一誠 (県庁ｸﾗﾌﾞ）

松田 敬助 (香北） 山崎 幸夫 (追手前OB）

男子シニアダブルス

(ｱｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ）



岡野 佳浩

小西 太

鶴山 道弘

西村 隆

男子ハイシニアダブルス

(香川県）

(須崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）



藤田 直美

真鍋 美恵子 松村 啓古

坂本 純子 坂田 万里

杉山 加奈子 山田 芳香 (東京都）

山﨑 あや 吉本 和 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

市川 治代

女子シニアダブルス

(ぷ~なｸﾗﾌﾞ）

(ぷ~なｸﾗﾌﾞ）

(ﾌｯﾄﾜｰｸ）

(AKAOKA）

倉本 梨香 (伊予銀行） 菅野 菜々

倉本 実歩 (愛媛銀行） 松島 みなみ

五十田 彩乃 細川 沙樹

山脇 理保子 池田 結南

森田 らら (高知大学） 尾知 里歩

蘭 沙也加 (関西学院大学） 藤原 りの

粟井 美鈴 (丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ） 伊野 紫菜 (AIG損保）

六川 公美子 (高知大OB） 坂本 麻由 (ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ）

小松 乙 (土佐女子高校） 岩崎 桃香

上原 彩吹実 (土佐女子中学） 北岡 愛

松井 花梨 枦山 実由

白井 理子 伊藤 果帆

松田 更 (NEWWAVE） 久保 一華

福留 千絵 (島根） 馬場 姫菜

森 朱香 大本 奈々可

西山 花音 安岡 優香

山本 幸 新開 彩乃

片山 歩未 濱崎 菜々

北岡 優里 高栁 輝瑠

北川 絢野 長山 優香

上妻 由紀 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 伊野 紫惟

指方 麻希 (ﾍﾟﾘｸﾞﾘﾝ） 蓮沼 紗季

岩本 ひより 森 百香

篠原 早紀 横山 綾奈

尾知 里咲 (松山大学） 米子 和佳

黒岩 秋羽 (土佐女子高校） 森本 早貴

櫻井 奈保美 (ﾖﾈｯｸｽ） 小笠原 優菜
土居 さくらこ (高知西高校） 山本 早苗

(土佐女子中学）

(高知商）

(ﾌｯﾄﾜｰｸ）

(土佐女子高校）

(土佐女子高校）

(松山大学）

(土佐女子高校）

(高知西高校）

(高松第一高校）

(高知大学）

(松山大学）

(高知商）

(土佐女子高校）

(三宮印刷）

(高知丸の内高校）

(高知西高校）

(高知西高校）

(土佐女子高校）

女子ダブルス

(土佐女子中学）



藤田 直美

真鍋 美恵子 松村 啓古

坂本 純子 坂田 万里

杉山 加奈子 山田 芳香 (東京都）

山﨑 あや 吉本 和 (ﾌｯﾄﾜｰｸ）

市川 治代

女子シニアダブルス

(ぷ~なｸﾗﾌﾞ）

(ぷ~なｸﾗﾌﾞ）

(ﾌｯﾄﾜｰｸ）

(AKAOKA）

倉本 梨香 (伊予銀行） 菅野 菜々

倉本 実歩 (愛媛銀行） 松島 みなみ

五十田 彩乃 細川 沙樹

山脇 理保子 池田 結南

森田 らら (高知大学） 尾知 里歩

蘭 沙也加 (関西学院大学） 藤原 りの

粟井 美鈴 (丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ） 伊野 紫菜 (AIG損保）

六川 公美子 (高知大OB） 坂本 麻由 (ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ）

小松 乙 (土佐女子高校） 岩崎 桃香

上原 彩吹実 (土佐女子中学） 北岡 愛

松井 花梨 枦山 実由

白井 理子 伊藤 果帆

松田 更 (NEWWAVE） 久保 一華

福留 千絵 (島根） 馬場 姫菜

森 朱香 大本 奈々可

西山 花音 安岡 優香

山本 幸 新開 彩乃

片山 歩未 濱崎 菜々

北岡 優里 高栁 輝瑠

北川 絢野 長山 優香

上妻 由紀 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 伊野 紫惟

指方 麻希 (ﾍﾟﾘｸﾞﾘﾝ） 蓮沼 紗季

岩本 ひより 森 百香

篠原 早紀 横山 綾奈

尾知 里咲 (松山大学） 米子 和佳

黒岩 秋羽 (土佐女子高校） 森本 早貴

櫻井 奈保美 (ﾖﾈｯｸｽ） 小笠原 優菜
土居 さくらこ (高知西高校） 山本 早苗

(土佐女子中学）

(高知商）

(ﾌｯﾄﾜｰｸ）

(土佐女子高校）

(土佐女子高校）

(松山大学）

(土佐女子高校）

(高知西高校）

(高松第一高校）

(高知大学）

(松山大学）

(高知商）

(土佐女子高校）

(三宮印刷）

(高知丸の内高校）

(高知西高校）

(高知西高校）

(土佐女子高校）

女子ダブルス

(土佐女子中学）



山本 卓也 (香北BC） 北添 雅寛 (YONDEN）

真鍋 美恵子 (ぷ~なｸﾗﾌﾞ） 田中 舞子 (NewWAVE）

間 大資 (徳島市役所） 細木 隆豊 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ）

國廣 千春 (へなちょこ） 谷岡 園子 (Ami48）

混合ミドルダブルス

米持 雄貴 (ｽﾏｯｼｭ）

粟井 美鈴 (丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ） 長谷部 伸洋

川窪 拓 蓮沼 紗季

中野 里澄 小島 礼人 (高知商）

上妻 光平 (学芸OB） 森 朱香 (土佐女子）

山本 早苗 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 加藤 恭平

藤井 湧真 大本 奈々可

六川 公美子 梅野 椋司

今城 光稀 (比叡山高校） 倉本 梨香

熊野 葉月 (滋賀短大附高） 川村 凌矢 (高知商）

長崎 龍海 (高知商） 山本 幸 (三宮印刷）

尾知 里歩 (土佐女子） 池田 朋也

真田 康心 (JA松山市） 蘭 沙也可

菅野 菜々 (松山大学） 岩原 賢享 (YONDEN）

甲斐 一 坂本 麻由 (ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ）

松島 みなみ 川窪 豪人

竹村 和徳 伊野 紫惟

北川 絢野 藤原 侑矢

岩本 雄太 (関西学院大学） 北岡 優里

岩本 ひより (高知西高校） 宮崎 大夢 (松山大学）

白岡 佑樹 小笠原 優菜 (たまひよ）

曽我部 幸穂 森岡 秀斗 (中央大学）

鈴木 慎也 (松山大学） 松田 更 (NEWWAVE）

森田 らら (高知大） 本田 竜也

井口 泰造 (高知商） 尾池 里咲

新開 彩乃 (土佐女子） 深木 洸哉 (土佐高校）

北村 祐胤 (泉北ﾊﾞｰﾄﾞ） 黒岩 秋羽 (土佐女子高校）

石川 めぐみ (SCRATCH） 佐藤 鴻輝 (嶋本医院）

河内 達哉 福留 千絵 (島根）

倉本 実歩

混合ダブルス

(高知商）

(高知大学OB）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(松山大学）

(愛媛銀行）

(松山大学）

(高知大学）

(松山大学）

(ﾋﾞｰﾊｲｽﾞ）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(松山大学）

　-Ｘ
　-Ｘ



山本 卓也 (香北BC） 北添 雅寛 (YONDEN）

真鍋 美恵子 (ぷ~なｸﾗﾌﾞ） 田中 舞子 (NewWAVE）

間 大資 (徳島市役所） 細木 隆豊 (ﾔﾏﾀﾞｸﾗﾌﾞ）

國廣 千春 (へなちょこ） 谷岡 園子 (Ami48）

混合ミドルダブルス

米持 雄貴 (ｽﾏｯｼｭ）

粟井 美鈴 (丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄ） 長谷部 伸洋

川窪 拓 蓮沼 紗季

中野 里澄 小島 礼人 (高知商）

上妻 光平 (学芸OB） 森 朱香 (土佐女子）

山本 早苗 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 加藤 恭平

藤井 湧真 大本 奈々可

六川 公美子 梅野 椋司

今城 光稀 (比叡山高校） 倉本 梨香

熊野 葉月 (滋賀短大附高） 川村 凌矢 (高知商）

長崎 龍海 (高知商） 山本 幸 (三宮印刷）

尾知 里歩 (土佐女子） 池田 朋也

真田 康心 (JA松山市） 蘭 沙也可

菅野 菜々 (松山大学） 岩原 賢享 (YONDEN）

甲斐 一 坂本 麻由 (ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ）

松島 みなみ 川窪 豪人

竹村 和徳 伊野 紫惟

北川 絢野 藤原 侑矢

岩本 雄太 (関西学院大学） 北岡 優里

岩本 ひより (高知西高校） 宮崎 大夢 (松山大学）

白岡 佑樹 小笠原 優菜 (たまひよ）

曽我部 幸穂 森岡 秀斗 (中央大学）

鈴木 慎也 (松山大学） 松田 更 (NEWWAVE）

森田 らら (高知大） 本田 竜也

井口 泰造 (高知商） 尾池 里咲

新開 彩乃 (土佐女子） 深木 洸哉 (土佐高校）

北村 祐胤 (泉北ﾊﾞｰﾄﾞ） 黒岩 秋羽 (土佐女子高校）

石川 めぐみ (SCRATCH） 佐藤 鴻輝 (嶋本医院）

河内 達哉 福留 千絵 (島根）

倉本 実歩

混合ダブルス

(高知商）

(高知大学OB）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(松山大学）

(愛媛銀行）

(松山大学）

(高知大学）

(松山大学）

(ﾋﾞｰﾊｲｽﾞ）

(松山大学）

(高知丸の内高校）

(松山大学）

　-Ｘ
　-Ｘ



桑名 功 (教職員ｸﾗﾌﾞ） 岡野 佳浩 (香川県）

中村 聡子 (ぷｰなｸﾗﾌﾞ） 山田 芳香 (東京都）

湯上 正章 (松羽会） 村松 博 (ｺﾞｰｾﾝ）

湯上 芳枝 (松山市民ｸﾗﾌﾞ） 浜田 美恵 (ﾁｰﾑけんけん）

小西 太 (香川県） 鶴山 道弘 (須崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

吉本 和 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 松村 啓古 (AKAOKA）

混合ハイシニアダブルス
泉 正道 (ﾁｷﾝﾊｰﾄ）

竹崎 摩里子 (ﾜﾝｻｲﾄﾞ）

西村 隆 (須崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

坂田 万里 (AKAOKA）

混合シニアダブルス



桑名 功 (教職員ｸﾗﾌﾞ） 岡野 佳浩 (香川県）

中村 聡子 (ぷｰなｸﾗﾌﾞ） 山田 芳香 (東京都）

湯上 正章 (松羽会） 村松 博 (ｺﾞｰｾﾝ）

湯上 芳枝 (松山市民ｸﾗﾌﾞ） 浜田 美恵 (ﾁｰﾑけんけん）

小西 太 (香川県） 鶴山 道弘 (須崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

吉本 和 (ﾌｯﾄﾜｰｸ） 松村 啓古 (AKAOKA）

混合ハイシニアダブルス


