
本戦 コンソレーション

F SF QF 3R 2R 1R 1R 2R QF SF F

1 切詰魁 多肥小学校 アップデイト 1

切詰 2 bye --- --- 辻
60佐々木 3 佐々木健吾 古高松小学校 リベロジュニア

切詰 64 4 辻郁哉 中央小学校 アップデイト 森田
61 喜田 5 喜田壮士郎 附属高松小 トキワＴ．Ｃ 64

喜田 62 6 森田幸太郎 亀阜小学校 フォーレスト 森田
62 市原 7 白井海渡 長尾小学校 リベロジュニア 61

切詰 62 8 市原樹 木太北部小学校 屋島テニスクラブ 9-16 森田
60 9 瀧本怜央 木太南小 トキワＴ．Ｃ 9-16 63

瀧本 10 bye --- --- 松岡
61 篠原 11 松岡佑奎 木太北部小学校 屋島テニスクラブ

白井 76(3) 12 篠原航太 観音寺南小学校 萩インドア 松岡
61 草薙 13 草薙諒一郎 屋島西小 シーサイド 64

白井 64 14 駄場一朗 鬼無小学校 フォーレスト 駄場
切詰 61 15 bye --- ---
64 16 白井裕都 長尾小学校 リベロジュニア 5-8 森田

17 中条智矢 牟礼小学校 屋島テニスクラブ 3-4 65
中条 18 bye --- --- 野田
64 尾崎 19 尾崎直人 古高松小学校 屋島テニスクラブ

河井 61 20 野田和希 林小学校 アップデイト 野田
64 中川 21 中川雄斗 古高松小学校 屋島テニスクラブ 61

河井 61 22 鎌倉光吏 氷上小学校 リベロジュニア 六車
61 河井 23 六車裕貴 長尾小学校 リベロジュニア 65

河井 60 24 河井聖也 川添小 トキワＴ．Ｃ 9-16 野田
62 25 山口大智 栗林小学校 PDT 9-16 63

山口 26 bye --- --- 軒原
64 山下 27 軒原恵太朗 氷上小学校 リベロジュニア

高橋 63 28 山下史裕 さぬき市立中央小学校 屋島テニスクラブ 軒原
61 29 bye --- --- 60

高橋 30 岩崎修也 亀阜小学校 フォーレスト 岩崎
60 31 bye --- ---

切詰 32 高橋慶介 古高松小学校 屋島テニスクラブ 5-8 森田
75 33 中西洋介 亀阜小学校 フォーレスト 5-8 62

中西 34 bye --- --- 福井
60 石丸 35 石丸弘之 牟礼小学校 屋島テニスクラブ

山口 75 36 福井望 平井小学校 リベロジュニア 鎌田
64 岡谷 37 岡谷陸 庵治小学校 屋島テニスクラブ 65

山口 60 38 岸本拓馬　 下笠居小 PDT 鎌田
60 山口 39 鎌田凌輔 三本松小学校 東かがわ市ＴＡ 62

山口 61 40 山口友輔 栗林小学校 PDT 9-16 鎌田
64 河本 41 相川遼河 附属坂出小 ＢＵＺＺ 9-16 65

吉野 75 42 河本健吾 氷上小学校 リベロジュニア 相川
63 吉野 43 白井廉 木太北部小学校 屋島テニスクラブ 64

寒川 61 44 吉野雄紀 氷上小学校 リベロジュニア 相川
62 鳥取 45 金子怜央 本町小学校 東かがわ市ＴＡ 60

寒川 63 46 鳥取恒太郎 平井小学校 アップデイト 金子
福井 60 47 bye --- ---
61 48 寒川雄太 長尾小学校 リベロジュニア 3-4 亀井

49 島涼 渕崎小 ＢＵＺＺ 5-8 64
島 50 bye --- --- 木内
63 真鍋 51 木内良 牟礼南小学校 リベロジュニア

島 61 52 真鍋侑 志度小学校 屋島テニスクラブ 木内
64 香西 53 香西淳之介 氷上小学校 リベロジュニア 60

佐々木60 54 合田圭介 亀阜小学校 PDT 合田
61 55 bye --- ---

福井 56 佐々木良輔 古高松小学校 リベロジュニア 9-16 亀井
60 岩井 57 亀井直人 多度津小 ＢＵＺＺ 9-16 64

岩井 76 58 岩井重哲 丸亀城西小学校 萩インドア 亀井
62 白井 59 白井宏規 氷上小学校 リベロジュニア WO

福井 60 60 井上凱斗 下笠居小 PDT 亀井
61 美濃 61 美濃聖 長尾小学校 リベロジュニア 61

福井 60 62 伊藤将希 坂出附属小学校 ローランギャロ 伊藤
62 63 bye --- ---

64 福井康介 志度小学校 PDT 2

３位決定戦

高橋 白井裕都 河井 河井聖也
寒川 64 高橋慶介 62 山口友輔
63 寒川 寒川雄太

60 島涼

５位～８位決定戦

男子ドロー
結果



本戦 コンソレーション

F SF 3R 2R 1R 1R QF SF F

1 村上ひかり 多度津豊原小学校 萩インドア 1

村上 2 bye --- --- 古川

60 柴田 3 柴田菜摘 牟礼北小学校 屋島テニスクラブ

村上 64 4 古川沙葵 氷上小学校 リベロジュニア 多田

62 真鍋 5 多田千早登 田中小学校 アップデイト 61

岩佐 64 6 真鍋果歩 志度小学校 屋島テニスクラブ 多田

62 岩佐 7 安西明日美 氷上小学校 リベロジュニア 61

高島 60 8 岩佐涼香 相生小学校 東かがわ市ＴＡ 5-8 多田

62 9 高島奈津美 多度津小 ＢＵＺＺ 3-4 63

高島 10 bye --- --- 小松

60 岩倉 11 岩倉渚 太田南小学校 アップデイト

高島 64 12 小松千華 氷上小学校 リベロジュニア 村川

62 桒嶋 13 桒嶋なゆみ 氷上小学校 リベロジュニア 63

山根 62 14 鎌田菜摘 坂出市立西部小 ＢＵＺＺ 村川

高島 60 山根 15 村川領菜 氷上小学校 リベロジュニア 61

60 61 16 山根成葉 鶴羽小学校 東かがわ市ＴＡ 5-8 藤井

石川 17 石川茉奈 牟礼南小学校 屋島テニスクラブ 5-8 62

石川 61 18 辻智子 中央小学校 アップデイト 辻

60 山下 19 山下華蓮 屋島西小学校 屋島テニスクラブ 62

石川 DEF 20 後藤あおいこ 坂出附属小学校 ローランギャロ 辻

60 亀井 21 高嶋彩香理 太田小 トキワＴ．Ｃ 63

岡田 60 22 亀井絵里 多度津小 ＢＵＺＺ 高嶋

63 23 bye --- ---

庄野 24 岡田麻美 多度津小 ＢＵＺＺ 3-4 藤井

62 鶴岡 25 鶴岡美咲 城西小 ＢＵＺＺ 5-8 62

鶴岡 61 26 藤井小町 松島小 トキワＴ．Ｃ 藤井

62 白川 27 真島佳奈 氷上小学校 リベロジュニア 65

庄野 75 28 白川愛 屋島小 シーサイド 藤井

62 吉田 29 赤川和 相生小学校 東かがわ市ＴＡ 61

庄野 60 30 吉田智美 宇多津北小 ＢＵＺＺ 赤川

63 31 bye --- ---

32 庄野温子 丸亀城南小学校 多度津ＴＣ 2

３位決定戦

岩佐 岩佐涼香 村上 村上ひかり

岡田 62 山根成葉 60 石川茉奈

61 岡田 岡田麻実

64 鶴岡美咲

５位～８位決定戦

女子ドロー
結果


