
西川 佳吾
(藍住エンジェル・徳島)

田部 快晟
(津野」r・ 高知 )

大西 龍之介
(神郷」BC・ 愛媛)

深岡 立夢
(三豊シ

・ュニア・香り11)

高岡 拓海
(ジュニアスクール松山 愛媛 )

土江 浬
(フューチャー・香川 )

戸村 幸多郎
(福 島ラビット・徳島)

宮地 快昇
(春野ジュニア・高知 )

森 蒼介・大森 愛叶
(久谷BSS・ 愛媛 )

半田 柚樹・蓮井 樹
(香川スクール・香川 )

木村 悠人・江本 諒真
(三本松・香川 )

福西 快正・岡野 望夢
(志度ジュニア・香川 )

榎本 相斗・村井 奨
(古高松・香川)

中西 宏・河田 倖太朗
(中央・香川)

豊島 諒悟・井上 颯真
(久谷BSS・ 愛媛 )

原 奏心・り|1野 伊吹
(北島Bambi・ 徳島)

男子シングルス6年以下

男子ダブルス6年以下

伊藤 博紀
(中 央・香川)

永倉 修翔
(新居浜ジャガーズ・愛媛 )

Jヽり11柊弥
(津野」r・ 高知 )

篠原 大晴
(助任ジュニア・徳島 )

齋田 天斗
(たまひよじゅにあ・高知 )

竹治 宏晃
(八万ジュニア・徳島 )

伊藤 壮平
(ハート」BC・ 香川 )

石丸 大智
(北条ジュニア・愛媛 )

田中 翔大・村上 莉仁
(香川スクール・香川 )

池田 唯人・高野 雄大
(三本松・香川 )

味浪 翼・安倍 竜雅
(白 鳥・香川)

石川 祥・清水 拓実
(久谷BSS・ 愛媛 )

鈴江 春稀・梶本 拓海
(内 町ジュニア・徳島 )

池田 伊吹・深津 悠
(久谷BSS・ 愛媛)

黒石 雄介・大越 由高
(志度ジュニア・香川 )

梨岡 玄貴・森木 悠人
(旭東BSS・ 高知 )



石原 慶悟
(古高松・香川 )

佐藤 悠陽
(林崎ジュニア・徳島 )

野中 翔斗
(北条ジュニア・愛媛 )

黒石 遼空
(春野ジュニア・高知 )

得居 大次朗
(西条」BC・ 愛媛 )

寺尾 樹
(土佐 山 FUNNY K:DS高 知 )

宮脇 亜門
(バド村jr・ 香j‖

)

小林 駿太
(小松島ジュニア・徳島)

安田 翔・前田 寛仁
(前 田スクール・香川 )

清家 要・清家 希
(香川スクール・香川 )

石川 竜・山下 真沙斗
(久谷BSS・愛媛 )

二並 汰生・日田 崚介
(中 萩」BC・ 愛媛 )

正木 伊織・平井 蓮斗
(中部・香川 )

寺坂 英大・曽我井 颯斗
(北 島Bambi・ 徳島 )

男子シングルス5年以下

男子ダブルス5年以下

竹内 陽登
(たまひよじゅにあ・高知 )

福田 央毅
(神郷」BC・ 愛媛 )

蔭佐 翔太
(小松島ジュニア・徳島 )

天野 弘晟
(中 央・香川 )

小泉 藍生
(福 島ラビット・徳島 )

長尾 悠汰
(フューチャー・香川 )

山中 友里
(宿 毛ジュニア・高知 )

大程 直輝
(ジュニアスクール松山・愛媛 )

渡部 眺・田坂 羽瑠人
(神郷」BC・ 愛媛 )

米田 晴陽・濱口 輝
(富 田ジュニア・徳島 )

石橋 空篤・上田 絢二朗
(古高松・香川 )

村上 文哉・寺崎 隼颯
(宍喰ジュニア・徳島)

津村 泰誠・清水 翼
(前田スクール・香川 )

中島 光琉・木下 翔太
(TOBEク レッシェンド 愛媛 )

松尾 陽輝・三好 陸登
(春野ジュニア・高知 )



岩佐 悠希
(木太南・香川 )

伊勢 新
(林崎ジュニア・徳島 )

林 龍之介
(東雲BSS・ 愛媛 )

小山 佳名太
(スカイブルー・高知 )

福本 桜輝
(新 /1ヽ」BC・ 愛 媛 )

松本 連音
(ワークジュニア・高知 )

赤澤 武朗
(国分寺・香川 )

蔭山 翔生
(助任ジュニア・徳島)

藤川 煙士・田阪 春馬
(国分寺・香川 )

久田 涼太・豊田 眺平
(小松島ジュニア・徳島 )

早川 祥世・田村 悠人
(フェアウィンド・高知 )

清水 悠希・中田 央羽
(B&Gスクール・愛媛 )

常石 稜良・山本 琉偉
(津野」r・ 高知 )

粟田 琉心・西岡 聡真
(東雲BSS・ 愛媛)

中島 暖人・南 敦斗
(中 央・香川)

古川 鉄生・古川 開司
(藍住エンジェル・徳島)

男子シングルス4年以下

男子ダブルス4年以下

五十田 敦晴
(たまひよじゅにあ 高ヽ知)

井上 翔稀
(神郷」BC・ 愛媛 )

角 優心
(助任ジュニア・徳島)

宮崎 央輔
(三豊シ

｀
ュニア・香,‖ )

高島 地弘
(林崎ジュニア・徳島)

豊口 颯大
(香 川スクール・香川 )

三谷 遥士
(ワークジュニア・高知 )

団田 脩造
(西條スポーツ少年団・愛媛 )

鎌田 大志・越智 颯汰
(吉 岡BSS・ 愛媛 )

西森 蒼・松尾 悠生
(春野ジュニア・高知 )

蔭山 亜翔・鎌倉 大登
(助任ジュニア・徳島)

岡野 航琉・黒石 翔介
(志度ジュニア・香川 )

両徳 浩範・山下 立結
(八万ジュニア・徳島 )

尾上 千祥・榎本 熙斗
(古高松・香川)

井上 拓海・越智 祐介
(久谷BSS・ 愛媛 )

橋村 六駈・似屋 員彦
(たまひよじゅにあ・高知 )


