
村上 ミチル
(香川スクール・香川 )

川村 芽唯
(清水B」 C・ 高知 )

大西 絢心
(B&Gスクール・愛媛 )

吉本 琴音
(小松島ジュニア・徳島)

藤代 咲空
(Hanekko BC・ 愛 媛 )

正木 舞
(八万ジュニア・徳島 )

白井 裡椰
(国分寺・香川 )

山本 美桜
(土佐 山 FUNNY K:DS・ 高 知 )

西谷 柚奈・北迫 愛望
(前 田スクール・香川 )

永野 ひまり・森本 琴心
(土佐山 FUNNY KIDS・ 高知)

松本 未来・八坂 美乃理
(坂本」BC・ 愛媛 )

曽我井 柚月・4ヽ林 愛実
(北 島8ambi・ 徳島 )

波多 柚香・鈴木 菜夏
(」BF船木・愛媛 )

住友 美月・高橋 沙季
(藍住エンジェル・徳島 )

児嶋 花奈・前原 陽向
(中 央・香川)

西本 瑞姫・西本 采可
(春野ジュニア・高知 )

女子シングルス6年以下

女子ダブルス6年以下

加賀見 あいる
(内町ジュニア・徳島)

片岡 優依
(新小」BC・ 愛媛 )

吉尾 春花
(宿 毛ジュニア・高知 )

原田 そよか
(香 川スクール・香川 )

伊藤 璃星
(スカイブルー・高知 )

宮崎 杷子
(三豊シ

・
ュニア・香り‖)

川尻 栞那
(北 島Bambi・ 徳島 )

河野 咲音
(坂本」BC・ 愛媛 )

佐藤 茜・大和 奈央
(内町ジュニア・徳島)

曽我部 彩羽・日田 千遥
(中 萩」BC・ 愛媛 )

門田 実莉・白石 薫
(土佐 山 FUNNY KIDS・ 高 知 )

香川 咲季・高橋 冴梨愛
(ハート」BC・ 香川 )

片岡 未尋・中山 委功p

(津野」r・ 高知 )

藤川 夏妃・赤澤 友香
(国分寺・香川)

久野 紗嘉・久野 莉緒
(助任ジュニア・徳島 )

水野 美羽・篠原 心花
(Team U雨on,愛媛 )



米本 宙那
(藍住エンジェル・徳島 )

黒川 蒼空
(川 内」BC・ 愛媛 )

河田 華歩
(国分寺・香川 )

大宮 和花
(春野ジユニア・高知 )

近藤 亜美
(ハート」BC・ 香川)

西森 夕華
(ワークジュニア・高知 )

横 凪紗
(宍喰ジュニア・徳島)

佐々木 弥都
(神郷」BC・ 愛媛 )

物部 夢・山川 唯奈
(古 高松・香川 )

岩田 陽愛・渡川 結衣
(内 町ジュニア・徳島)

中田 彩音・佐々木 愛莉
(角 野」BC・ 愛媛 )

前野 優美菜・板岡 燕
(春野ジュニア・高知 )

津久井 華乃・篠原 楓恋
(TOBEク レッシェンド

“

巳媛 )

石黒 華暖・長尾 心音
(宿 毛ジュニア・高知)

山田 実優・山地 結菜
(鬼無・香川)

高橋 凛・米田 穂乃花
(北 島Bambi・ 徳島)

女子シングルス5年以下

女子ダブルス5年以下

柳田 花音
(ワークジュニア・高知 )

木村 友香
(中 央・香川 )

近藤 歩愛
(Team U品 on・ 愛媛)

青木 愛歩
(内町ジュニア・徳島)

小椋 茉央
(川 内」BC・ 愛媛 )

金尾 心春
(助任ジュニア・徳島)

大橋 優月
(天王ジュニア・高知 )

佐藤 里央菜
(香川スクール・香川 )

安岡 七瀬・波口 紗奈
(春野ジュニア・高知 )

芝 美羽・山本 美優
(宇和」BC・ 愛媛 )

三浦 綾乃・松下 美羽
(小松島ジュニア・徳島)

員鍋 花蓮・塩田 彩乃
(ハート」8C・ 香川 )

舛田 結愛・住友 亜胡
(藍住エンジェル・徳島 )

苧坂 紗希・福村 珠里
(香川スクール・香川 )

石田 明日香・佐野 萌衣咲
(春野ジュニア・高知 )

菅 愛利寿・菅 紅里寿
(久谷BSS・ 愛媛 )



赤澤 凛虹
(林崎ジュニア・徳島)

國田 真央
(西 條スポーツ少年団・愛媛)

尾崎 奈南
(ハート」BC・ 香川 )

偶屋 美羽
(たまひよじゅにあ・高知 )

山岡 千莉
(太 田・香川)

竹内 希優
(たまひよじゅにあ・高知 )

久次米 偲
(八万ジュニア・徳島 )

川端 愛生
(北条ジュニア・愛媛 )

田中 美沙希・石丸 柚
(香 川スクール・香川 )

川内 友葵・井内 佑美
(助任ジュニア・徳島 )

井上 湖ヒ花・豊島 織葉
(久谷8SS・ 愛媛 )

中川 佳月・西森 ′lヽ 夏
(鏡スマッシュキッズ・高知)

藤代 ら、み・宮内 芽衣
(坂本」BC・ 愛媛 )

演口 梨緒・板岡 来京
(春野ジュニア・高知 )

神原 結仁子・高橋 亜翠
(大 田・香川 )

米田 野乃花・猪俣 めぐる
(北 島Bambi・ 徳島)

女子シングルス4年以下

女子ダブルス4年以下

中島 愛奈
(春野ジュニア・高知 )

石原 芽依
(鬼無・香川 )

渡部 夢菜
(TOBEク レッシェンド・愛媛)

石田 萌花

(小松島ジュニア・徳島)

芝 結衣
(宇和」BC・ 愛媛 )

林 さら
(北 島Bambi・ 徳島 )

大平 彩詠
(ワークジュニア・高知 )

間島 ちひろ
(木太南・香川 )

川窪 里衣彩・濱野 未唯奈
(春野ジユニア・高知 )

岡田 咲那・菅 星凛
(Team Unbn・ 愛媛 )

伊月 莉央・林 美幸
(藍住エンジェル・徳島)

石原 沙奈・物部 幸
(古高松・香川 )

森本 美菜・井内 咲希
(助任ジュニア・徳島)

串田 愛紗。大久保 咲良
(弦打・香川 )

江藤 万桜・弘内 あかり
(ワ ークジュニア・高知 )

曽我部 抽羽・篠原 多輝
(中 萩」BC・ 愛媛 )


