
女子ダブルス

石川・別枝 山川・中澤

6-0 6-2

久保・宮本 菊池・岡田

WO 石川・別枝 山川・中澤 6-1

6-0 6-0

奥田・宮本 平山・組橋

6-2 6-3

石川・別枝 山川・中澤

6-1 6-4

松本・齋藤 久米・藤澤

6-0 WO

小松・川口 白川・柴田

植田・古枝 6-1 6-0 安藤・亀井

6-1 6-3

小松・川口 白川・柴田

6-0 6-0

石川・別枝 松川・小笠原

6-1 6-1

鶴井・清水 安村・安西

6-2 6-1

田中・濱田 國定・清水

6-0 鶴井・清水 安村・安西 6-1

6-1 6-0

古川・寒川 萱原・西尾

6-4 6-4

鶴岡・福田 松川・小笠原

6-1 6-3

北川・瀬戸 杉原・池田

WO 6-1

鶴岡・福田 松川・小笠原

塩田・島田 6-0 6-0 日下・大喜多

6-4 6-4

鶴岡・福田 松川・小笠原

7-6(4) 6-1

19 川松・木村 (高松第一)

20 鶴岡・福田 (丸亀)

17 小笠原・谷本 (高松桜井)

18 塩田・島田 (坂出)

15 古川・寒川 (高松東)

16 北川・瀬戸 (高松東)

13 西原・堀田 (大手前高松)

14 加藤・武市 (高松・高松第一)

11 鶴井・清水 (英明)

12 田中・濱田 (土庄)

桑名・岩佐

1 石川・別枝 (高松北)

2 沼田・松岡 (高松南)

山川・中澤 (高松桜井) 21

7 岩藤・岡戸

9 藤田・細川

3 久保・宮本

5

(坂出商業) 菊池・岡田 (高松商業)

竹安・上野 (香川中央) 22

(丸亀) 藤塚・植村 (高松東)

23

4 奥田・宮本 (小豆島) 平山・組橋 (高松) 24

(高松桜井) 久米・藤澤 (大手前高松)

25

6 松本・齋藤 (高松) 田中・岩倉 (英明) 26

(高松西) 安藤・亀井 (丸亀城西)

27

8 植田・古枝 (三木) 川内・藤澤 (高松工芸) 28

安村・安西 (英明) 31

29

10 小松・川口 (高松商業) 白川・柴田 (高松北) 30

國定・清水 (三木) 33

西瀧・藤島 (土庄) 32

西山・小原 (丸亀) 35

萱原・西尾 (高松南) 34

(高松西) 38

藤田・安喜 (高松) 37

杉原・池田 (高松桜井) 36
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松川・小笠原 (高松北) 40

日下・大喜多 (高松商業) 39

柏原・小西



男子ダブルス

香川・佐々木 喜田・元二

6-2 6-2

前田・山本 松岡・吉川

6-4 香川・佐々木 喜田・元二 WO

6-0 6-2

三宅・瀬戸 石川・矢武

WO 6-1

香川・佐々木 喜田・元二

6-4 6-0

多田・清川 阿部・谷本

7-5 6-4

鎌田・宮脇 佐藤・向﨑

鎌田・宮脇 6-1 6-3 小松・鍋井

6-1 6-1

鎌田・宮脇 佐藤・向﨑

6-1 6-4

香川・佐々木 喜田・元二

6-0 6-3

蓮井・山端 中川・那須

6-4 6-4

蓮井・山端 中川・那須

WO 蓮井・山端 川人・新名 6-1

6-2 6-2

酒本・藤本衛 川人・新名

WO 6-0

蓮井・山端 谷口・多田

6-0 6-2

安達・石井 田井・谷本

WO 6-1

安達・石井 谷口・多田

田中・照下 6-4 6-1 﨑川・繁光

6-3 6-2

田中・照下 谷口・多田

WO 6-0

香川・佐々木 島・里坊

6-0 6-3

桐山・浅井 柏原・石丸

6-4 6-2

笹岡・時實 川西・高尾

6-0 桐山・浅井 柏原・石丸 7-5

6-1 6-1

丸尾・岩崎 宮崎・熊谷

6-2 6-2

桐山・浅井 柏原・石丸

6-2 6-3

山川・田中 眞鍋・松原

6-0 6-2

行安・山下 坂下・黒川

八木・松下 6-4 6-2 坂下・黒川

7-6(4) 6-0

行安・山下 坂下・黒川

6-0 6-0

山下和・馬場 島・里坊

6-1 6-0

合田公・合田竜 和田・藤岡

6-1 6-4

松下・加地 和田・藤岡

6-1 合田公・合田竜 佐藤・鹿庭 6-3

6-4 6-2

平井・山端 佐藤・鹿庭

6-0 6-3

山下和・馬場 島・里坊

6-4 6-1

秦・眞鍋 佐藤・三澤

6-1 6-4

山下和・馬場 島・里坊

安部・渡邊 6-1 6-0 濱本・角田

6-3 6-1

山下和・馬場 島・里坊

6-1 6-0

9 鎌田・宮脇

3 川西・湯野

5 三宅・瀬戸

7 永野・山岡

喜田・元二 (高松1) 411 香川・佐々木 (三木1)

西村・秋山 (高松第一) 422 前田・山本 (高松西)

43

4 茶坂・黒田 (大手前高松) 石川・矢武 (石田) 44

(高松第一) 松岡・吉川 (高松)

45

6 多田・清川 (志度) 阿部・谷本 (坂出商業) 46

(坂出) 神野・横手 (高松西)

47

8 三好・成瀬 (高松・英明) 小松・鍋井 (志度) 48

(高松) 堀・武上 (英明)

49

10 髙橋・川崎 (高松商業) 佐藤・向﨑 (坂出) 50

(高松工芸) 伊庭・宮脇 (香川中央)

多田・徳武 (高松1) 5111 小田・西居 (高松商業1)

中川・那須 (高松北) 5212 本多・谷澤 (坂出工業)

坪田・堂山 (坂出工業) 5313 蓮井・山端 (坂出商業)

松下・石井 (大手前高松) 5414 宮本・堤 (丸亀)

川人・新名 (高松商業) 5515 酒本・藤本衛 (土庄)

田井・谷本 (高松東) 5616 安達・石井 (高松西)

寺野・佐々木 (高松第一) 5717 藤井・前島 (香高専高松)

﨑川・繁光 (高松工芸) 5818 板東・丸山 (石田)

松田・中西 (土庄) 5919 田中・照下 (高松工芸)

谷口・多田 (高松商業1) 6020 石原・鎌田 (志度1)

柏原・石丸 (高松1) 6121 桐山・浅井 (香川中央1)

北野・西岡 (高松第一) 6222 大西・長友 (坂出)

川西・高尾 (高松商業) 6323 笹岡・時實 (高松西)

鵜川・松村 (高松西) 6424 清水・藤本健 (土庄)

宮崎・熊谷 (丸亀城西) 6525 丸尾・岩崎 (丸亀)

山下奎・本津 (高松桜井) 6626 多田・太麻 (高松東)

眞鍋・松原 (大手前高松) 6727 山川・田中 (高松桜井)

関屋・松之内 (香高専高松) 6828 八木・松下 (高松第一)

坂下・黒川 (小豆島・高松北) 6929 紀伊・楠本 (琴平)

川内・滝川 (高松工芸1) 7030 行安・山下 (志度1)

渡・片山 (丸亀) 7131 合田公・合田竜 (高松)

真島・山下 (坂出工業) 7232 津田・多田 (丸亀城西)

和田・藤岡 (高松東) 7333 松下・加地 (高松商業)

佐藤・鹿庭 (高松) 7434 平井・山端 (香川中央)

小笠原・繁光 (高松西) 7535 永川・岡田 (大手前高松)

青木・神尾 (高松工芸) 7636 廣瀬・山津 (三木)

(高松西)

佐藤・三澤 (高松第一) 7737 秦・眞鍋 (高松第一)

(石田) 7939 安部・渡邊 (高松工芸)

濱本・角田 (土庄) 7838 浮田・濱垣

島・里坊 (大手前高松1) 80
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40 山下和・馬場 (高松桜井1)

滝浪・新谷


