
男子Ａ　

高岡 拓海 Ｊｒスクール 愛媛県 県1位 門脇大和 西野ＪＳＢ 島根県
大程 直輝 Ｊｒスクール 愛媛県 県2位 古根川 倭 橿原ジュニア 奈良県
福田 央毅 神郷ＪＢＣ 愛媛県 県3位 福田 大翔 橿原ジュニア 奈良県
永易 蒼大 神郷ＪＢＣ 愛媛県 県4位 孫田 太一 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県
渡部 胱 神郷ＪＢＣ 愛媛県 県8位 中川 颯太 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県
田坂 羽瑠人 神郷ＪＢＣ 愛媛県 県16位 村木 悠空 ＳＪＢＣ 兵庫県
勘藤 魁人 総社 岡山県 屋宜 海靖 西神ジュニア 兵庫県
坂本 大地 フェニックス 広島県 竹治 宏晃 八万ジュニア 徳島県
中村拓幹 広島安佐ジュニア 広島県 武市 勇輝 八万ジュニア 徳島県
坂井 大迪 三原ジュニア 広島県 戸村 幸多郎 福島ラビット 徳島県
田中 翔大 香川スクール 香川県 小泉 藍生 福島ラビット 徳島県
若本 琉惺 屋島 香川県 狩野 佑斗 福島ラビット 徳島県
榎本 相斗 古高松ＢＳ 香川県 原 奏心 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
井手下 紫音 太田スポ少 香川県 川野 伊吹 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
田中 陽人 木太南 香川県 多田 幸平 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
高木 陽太 木太南 香川県 寺坂 英大 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
西山 陽人 木太南 香川県 西川 佳吾 藍住エンジェル 徳島県
宮地 快昇 春野ジュニア 高知県 佐藤悠陽 林崎ジュニア 徳島県
黒石 遼空 春野ジュニア 高知県 芳岡 凛史 助任ジュニア 徳島県
岡林 大矢 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 篠原 大晴 助任ジュニア 徳島県
谷村 暖忠 イーグレット 大阪府 小林 駿太 小松島ジュニア 徳島県
水木 晶 イーグレット 大阪府 蔭佐 翔太 小松島ジュニア 徳島県
藤本 桐生 イーグレット 大阪府 岩本 秋貴 小松島ジュニア 徳島県
藤原 徠名 イーグレット 大阪府 鈴江 春稀 内町ジュニア 徳島県
伊藤 瑠偉輝 イーグレット 大阪府 梶本 拓海 内町ジュニア 徳島県
富田 昌樹 吹田コンドル 大阪府 吉田 智哉 内町ジュニア 徳島県

松本 陽向 坂本ＪＢＣ 愛媛県 松尾 昴 白とんぼＪｒ 兵庫県
井上 翔輝 神郷ＪＢＣ 愛媛県 松尾 昊 白とんぼＪｒ 兵庫県
國田 脩造 西條スポ少 愛媛県 松岡 皇希 橿原ジュニア 奈良県
豊口 颯大 香川スクール 香川県 曽和 風我 橿原ジュニア 奈良県
上田 絢二朗 古高松ＢＳ 香川県 武田 真 橿原ジュニア 奈良県
井上 幸希人 古高松ＢＳ 香川県 浅野 海斗 橿原ジュニア 奈良県
古庄 莉庵 古高松ＢＳ 香川県 福田 逞人 橿原ジュニア 奈良県
大町 宗士 古高松ＢＳ 香川県 山下 立結 八万ジュニア 徳島県
鈴木 了太 太田スポ少 香川県 両德 浩範 八万ジュニア 徳島県
岩佐 悠希 木太南 香川県 甫坂 優斗 八万ジュニア 徳島県
高木 仁 木太南 香川県 久保 隼斗 八万ジュニア 徳島県
藤原 光煌 木太南 香川県 森上 弘群 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
松本 蓮音 ワークジュニア 高知県 四宮 怜詩 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
中村温斗 広島安佐ジュニア 広島県 古川 鉄生 藍住エンジェル 徳島県
増田大輝 広島安佐ジュニア 広島県 古川 開司 藍住エンジェル 徳島県
川又 康聖 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 吉田 壮汰 藍住エンジェル 徳島県
藤本 心櫂 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 上田井 輝空 藍住エンジェル 徳島県
増田 晃大 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 上田井 星空 藍住エンジェル 徳島県
梶原 陽斗 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 髙島地弘 林崎ジュニア 徳島県
山田 らん 上之島ジュニア 大阪府 蔭山 亜翔 助任ジュニア 徳島県
坪井悠祐 西野ＪＳＢ 島根県 鎌倉 大登 助任ジュニア 徳島県
藤城 武之輔 たなしＭＡＸ 東京都 蔭山 翔生 助任ジュニア 徳島県
孫田 太陽 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県 角 優心 助任ジュニア 徳島県
谷川 晃之佑 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県 豊田 晄平 小松島ジュニア 徳島県
中川 陵冴 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県 久田 涼太 小松島ジュニア 徳島県
岡崎 恒次朗 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県 山田 莉暉 小松島ジュニア 徳島県
増田 遥 ＳＪＢＣ 兵庫県 川内 俊輝 内町ジュニア 徳島県
田中 駿之介 佐用ＢＪＣ 兵庫県 吉川 優世 内町ジュニア 徳島県
木幡 皇紀 西神ジュニア 兵庫県
屋宜 琉真 西神ジュニア 兵庫県

男子Ｂ　



男子Ｃ　

田坂 颯汰 神郷ＪＢＣ 愛媛県 中本 理翔 八万ジュニア 徳島県
篠原 康輔 中萩ＪＢＣ 愛媛県 曽我井 颯斗 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
勘藤 彪人 総社 岡山県 林 秋光 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
坂本 樹 フェニックス 広島県 四宮 琉聖 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
榎本 熙斗 古高松ＢＳ 香川県 森本 啓太 助任ジュニア 徳島県
岡林 大聖 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 篠原 大空 助任ジュニア 徳島県

角田 一咲 小松島ジュニア 徳島県

近藤 歩愛 Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県 古川 華 Ａｎｇｅｌｓ 兵庫県
藤代 咲空 びっく☆ぽてと 愛媛県 川﨑 彩音 ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 兵庫県
河野 咲音 坂本ＪＢＣ 愛媛県 谷口 万桜 ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 兵庫県
松本 未来 坂本ＪＢＣ 愛媛県 植野 由妃奈 ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 兵庫県
上田 優明 神郷ＪＢＣ 愛媛県 名倉 蓮 ＳＪＢＣ 兵庫県
三谷 舞花 神郷ＪＢＣ 愛媛県 中田 真美 ＳＪＢＣ 兵庫県
曽我部 希風 大生院ＪＢＣ 愛媛県 白浜 彩美 西神ジュニア 兵庫県
九門 栞奈 大生院ＪＢＣ 愛媛県 宮崎 礼菜 白とんぼＪｒ 兵庫県
九門 由奈 大生院ＪＢＣ 愛媛県 糀屋 ゆめな 白とんぼＪｒ 兵庫県
曽我部 彩羽 中萩ＪＢＣ 愛媛県 正木 舞 八万ジュニア 徳島県
大平 美空 フェニックス 広島県 近藤 瑞生 八万ジュニア 徳島県
川瀬 茉央 フェニックス 広島県 笹岡 由莉 八万ジュニア 徳島県
増田愛友 広島安佐ジュニア 広島県 柏原 花奈 八万ジュニア 徳島県
小松木望愛 広島安佐ジュニア 広島県 梶本 凜 福島ラビット 徳島県
村上 ミチル 香川スクール 香川県 高橋 凜 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
山地 和奏 鬼無バドミントンジュニア 香川県 曽我井 柚月 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
石原 美空 鬼無バドミントンジュニア 香川県 小林 愛実 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
佐々木 里帆 弦打バドスポ少 香川県 川尻 栞那 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
嶋 美涼 弦打バドスポ少 香川県 林 はな 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
太田 紗奈 弦打バドスポ少 香川県 二川 木乃香 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
山川 唯奈 古高松ＢＳ 香川県 林 亜桜羽 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県
飯間 さくら 太田スポ少 香川県 樋口 吹羽 藍住エンジェル 徳島県
冨野 栞 太田スポ少 香川県 米本 宙那 藍住エンジェル 徳島県
片山 雅 日新Ｂｌ，Ｓ＆Ｔ 香川県 舛田 結愛 藍住エンジェル 徳島県
重森 乃愛 木太南 香川県 高橋 沙季 藍住エンジェル 徳島県
大宮 和花 春野ジュニア 高知県 住友 美月 藍住エンジェル 徳島県
福井 遥菜 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 住友 亜胡 藍住エンジェル 徳島県
山岡 陽万莉 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 高橋 柚衣 藍住エンジェル 徳島県
西 加菜衣 イーグレット 大阪府 米田穂乃花 林崎ジュニア 徳島県
前田 早稀 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 田口葉瑠月 林崎ジュニア 徳島県
高口 諒子 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 城福世菜 林崎ジュニア 徳島県
相磯 美心 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 久野 莉緒 助任ジュニア 徳島県
梶川 沙妃 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 久野 紗嘉 助任ジュニア 徳島県
井出 千暁 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 金尾 心春 助任ジュニア 徳島県
藪下 はるか シャイニー 奈良県 三浦 綾乃 小松島ジュニア 徳島県
田島 由梨 シャイニー 奈良県 松下 美羽 小松島ジュニア 徳島県
浦島 怜加 シャイニー 奈良県 吉本 琴音 小松島ジュニア 徳島県
岡本 紗和 橿原ジュニア 奈良県 豊田 紗良 小松島ジュニア 徳島県
内山 詩瑛奈 橿原ジュニア 奈良県 鎌田 雪菜 小松島ジュニア 徳島県
磯田 侑奈 橿原ジュニア 奈良県 佐藤 茜 内町ジュニア 徳島県
松岡 莉亜奈 橿原ジュニア 奈良県 青木 愛歩 内町ジュニア 徳島県
岡本 菜摘 橿原ジュニア 奈良県 大和 奈央 内町ジュニア 徳島県
西口 結菜 橿原ジュニア 奈良県 加賀見 あいる 内町ジュニア 徳島県
矢野 結衣 橿原ジュニア 奈良県 岩田 陽愛 内町ジュニア 徳島県
中嶌 愛 橿原ジュニア 奈良県 福住 多願 内町ジュニア 徳島県
橋本 莉佳 橿原ジュニア 奈良県 湯浅 円香 内町ジュニア 徳島県
山田 奈緒子 橿原ジュニア 奈良県 渡川 結衣 内町ジュニア 徳島県

天羽 絢香 内町ジュニア 徳島県

女子Ａ　



女子Ｂ　

菅 星凛 Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県 川﨑 若菜 ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 兵庫県

藤代 ふみ 坂本ＪＢＣ 愛媛県 福山 美咲 ＮＡＫＡＯ．Ｊ．Ｂ．Ｃ 兵庫県

宮内 芽衣 坂本ＪＢＣ 愛媛県 小林 佳依 佐用ＢＪＣ 兵庫県

曽我部 柚羽 中萩ＪＢＣ 愛媛県 芝崎 百奈 白とんぼＪｒ 兵庫県

篠原 多輝 中萩ＪＢＣ 愛媛県 久次米 偲 八万ジュニア 徳島県

原野 結 フェニックス 広島県 久保 愛実 八万ジュニア 徳島県

小松木悠愛 広島安佐ジュニア 広島県 杉村 さくら 八万ジュニア 徳島県

坂井 美向 三原ジュニア 広島県 藤川 満里奈 福島ラビット 徳島県

田中 美沙希 香川スクール 香川県 戸村 咲喜 福島ラビット 徳島県

石丸 柚 香川スクール 香川県 猪俣 めぐる 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

村瀬 彩花 香川スクール 香川県 川田 鈴菜 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

細井 優珠 ばど村ｊｒ 香川県 林 さら 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

萩原 二葉 屋島 香川県 後藤 姫奈 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

石原 芽依 鬼無バドミントンジュニア 香川県 伊月 莉央 藍住エンジェル 徳島県

串田 愛紗 弦打バドスポ少 香川県 林 美幸 藍住エンジェル 徳島県

大久保 咲良 弦打バドスポ少 香川県 神野 葵 藍住エンジェル 徳島県

山岡 千莉 太田スポ少 香川県 久次米 凛音 藍住エンジェル 徳島県

神原 結仁子 太田スポ少 香川県 河内 美梨亜 藍住エンジェル 徳島県

冨野 楓 太田スポ少 香川県 米田野乃花 林崎ジュニア 徳島県

高橋 亜翠 太田スポ少 香川県 赤澤凜虹 林崎ジュニア 徳島県

間島 ちひろ 木太南 香川県 井内 咲希 助任ジュニア 徳島県

西山 心音 木太南 香川県 川内 友葵 助任ジュニア 徳島県

中島 愛奈 春野ジュニア 高知県 石田 萌花 小松島ジュニア 徳島県

荒木 知那 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 中田 実里 内町ジュニア 徳島県

小池 真央 ＴＮＢＣジュニア 大阪府 木内 來菜 内町ジュニア 徳島県

相磯 慧 瓜破西ＳＳＣ 大阪府 吉田 遥 内町ジュニア 徳島県

森田 七海 たなしＭＡＸ 東京都 奥野 ましろ 内町ジュニア 徳島県

中村 望愛 橿原ジュニア 奈良県

井口 果歩 橿原ジュニア 奈良県

中村 結愛 橿原ジュニア 奈良県

矢野 奈都子 橿原ジュニア 奈良県

野口 望心子 橿原ジュニア 奈良県

女子Ｃ

近藤 優羽 Ｔｅａｍ Ｕｎｉｏｎ 愛媛県 横山 清菜 八万ジュニア 徳島県

大野 颯愛 坂本ＪＢＣ 愛媛県 笹岡 児樹 八万ジュニア 徳島県

上田 優李 神郷ＪＢＣ 愛媛県 久保 莉音 八万ジュニア 徳島県

永易 那々実 神郷ＪＢＣ 愛媛県 小泉 朋葵 福島ラビット 徳島県

福田 希乃花 神郷ＪＢＣ 愛媛県 寺坂 奏良 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

九門 莉穂 大生院ＪＢＣ 愛媛県 後藤 優衣 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

中村文香 広島安佐ジュニア 広島県 後藤 花姫 北島Ｂａｍｂｉ 徳島県

山﨑美優 広島安佐ジュニア 広島県 井内 祐美 助任ジュニア 徳島県

石丸 小夏 香川スクール 香川県 吉本 衣織 小松島ジュニア 徳島県

細井 愛珠 ばど村ｊｒ 香川県 丸岡 夢路 小松島ジュニア 徳島県

西内 愛奈 日新Ｂｌ，Ｓ＆Ｔ 香川県 岩田 萌楓 内町ジュニア 徳島県

松本 楓音 ワークジュニア 高知県

寺井 心音 瓜破西ＳＳＣ 大阪府

山田 有珂 瓜破西ＳＳＣ 大阪府

富田 琴音 吹田コンドル 大阪府

増田 夏 ＳＪＢＣ 兵庫県

井 優愛 ＳＪＢＣ 兵庫県


