
男子ダブルス　２部

高岡　怜多 （阿南工業高校） 品川　宜丈 （阿南クラブ）

大持　翔悟 （阿南工業高校） 山川　昭紀 （阿南キャッツ）

田渕　尚健 （富岡西高校） 45 中村　星哉 （富岡東高校）

笠原　比呂 （富岡西高校） 喜多　勇斗 （富岡東高校）

山下　大貴 （徳島文理大学）

65 67 川西　大貴 （徳島文理大学）

若江　健太 （富岡西高校） 磯田　亮介 （富岡西高校）

安富　和希 （富岡西高校） 後藤　啓来 （富岡西高校）

齋　　和良 （富岡東高校） 岩瀬　滉平 （阿南高専）

多田　共詞 （富岡東高校） 平山　基 （阿南高専）

坂本　敬史 （富岡東高校） 山本　将貴 （阿南高専）

原田　和明 （富岡東高校） 森井　崚登 （阿南高専）

青木　秀磨 （富岡西高校） 松浦　一貴 （富岡西高校）

井伊　文哉 （富岡西高校） 坪井　優 （富岡西高校）

谷　　祐作 （富岡西高校） 66 68 栗本　将成 （富岡東高校）

金川　立樹 （富岡西高校） 長岡　大暉 （富岡東高校）

高岡　謙伍 （徳島文理大学） 高橋　孝介 （徳島文理大学）

正木　隆太郎 （徳島文理大学） 44 48 市川　将大 （徳島文理大学）

明井　将輝 （八万体協） 栗本　崇志 （四国電力）

阿部　智樹 （富岡東羽ノ浦校） 山下　大輔 （ラリーラッシュ）

男子ダブルス　３部

森野　公明 （王子製紙） 横田　零士 （阿南工業高校）

田村　義和 （チーム翼） 森　　勇樹 （阿南工業高校）

香川　真輝 （小松島高校） 53 津山　直紀 （小松島高校）

清原　陸 （小松島高校） 西岡　弘樹 （小松島高校）

中元　裕 （那賀高校） 岩本　海斗 （羽ノ浦中学校）

山脇　直輝 （那賀高校） 新居　滉太郎 （羽ノ浦中学校）

正木　哲慎 （富岡西高校） 福井　大輝 （那賀高校）

辻　　倖輝 （富岡西高校） 森下　海斗 （那賀高校）

前橋　恒良 （羽ノ浦中学校）

三木　啓司 （羽ノ浦中学校）

桑村　愛海 （那賀高校） 小山　翔也 （阿南工業高校）

門田　仁一郎 （那賀高校） 阿部　竜也 （阿南工業高校）

徳元　和樹 （阿南工業高校） 谷本　一仁 （小松島高校）

阿部　夏輝 （阿南工業高校） 井上　啄 （小松島高校）
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女子ダブルス　２部

井藤　璃乃 （富岡西高校）

中村　あおい （富岡西高校）

窪田　真衣 （富岡東高校） 33 豊田　真子 （富岡東高校）

森吉　瑠璃子 （富岡東高校） 宮本　果菜 （富岡東高校）

佐藤　理沙 （徳島文理大学） 日下　穂南 （富岡西高校）

涌嶋　麻樹 （徳島文理大学） 竹治　夏海 （富岡西高校）

氏師　里緒 （富岡西高校） 山崎　菜生 （富岡東高校）

田中　綸乃 （富岡西高校） 63 米田　舞 （富岡東高校）

土肥　梨奈 （富岡東高校） 徳永　蒼澄 （富岡西高校）

石口　麗奈 （富岡東高校） 34 38 高井　愛実 （富岡西高校）

山崎　真帆 （富岡東高校） 廣田　莉子 （新野高校）

林　　李香 （富岡東高校） 吉岡　愛良 （新野高校）

林　みさき （富岡西高校） 渡守　未来 （那賀高校）

松本　香央里 （富岡西高校） 北村　菜摘 （那賀高校）

森　　真央 （富岡東高校） 35 39 島田　真衣 （富岡東高校）

清水　遥香 （富岡東高校） 辻　紗也佳 （富岡東高校）

助岡　晴菜 （富岡東高校） 62 64 島田　実津希 （富岡西高校）

撫養　あらた （富岡東高校） 野田　菜月 （富岡西高校）

森　みなみ （富岡東高校） 露口　瑠奈 （富岡東高校）

久保野　智尋 （富岡東高校） 露口　璃奈 （富岡東高校）

片山　朋美 （新野高校） 池光　百代 （福島ＢＣ）

美喜　百果 （新野高校） 長尾　笑子 （福島ＢＣ）

混合ダブルス

井上　英樹 （新野体協）

清原　愛 （新野体協）

井形　友蔵 （阿南高専） 49 仲尾　光貴 （阿南高専）

岡田　萌香 （阿南高専） 長尾　茉侑 （阿南高専）

大城　翔陽 （徳島文理大学） 美馬　琉星 （小松島西高校）

細川　葵 （徳島文理大学） 田村　花捺 （富岡東羽ノ浦校）

白浜　日出男 （ヒラマツ） 髙井　龍馬 （阿南高専）

山田　千鶴 （ヒラマツ） 野村　知里 （阿南高専）

高島　直輝 （阿南高専） 福井　達雄 （日亜化学工業）

竹田　菜未 （阿南高専） 森内　和子 （長生クラブ）
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女子ダブルス　３部

豊岡　江実 （富岡西高校） 豊永　優莉 （小松島高校）

橘　　佳歩 （富岡西高校） 中野　遥 （小松島高校）

米元　遥香 （羽ノ浦中学校） 25 29 田中　万裕 （那賀高校）

田上　彩耶 （羽ノ浦中学校） 長尾　幾久子 （那賀高校）

川西　真帆 （小松島高校） 原田　万葉 （新野高校）

杉本　真悠子 （小松島高校） 岡本　たえ （新野高校）

中村　涼花 （羽ノ浦中学校） 中川　実南 （羽ノ浦中学校）

湯浅　心 （羽ノ浦中学校） 國分　愛加 （羽ノ浦中学校）

田中　琴音 （小松島高校） 須崎　日向 （小松島高校）

谷口　なな子 （小松島高校） 26 30 関岡　里菜 （小松島高校）

前橋　詩織 （新野高校） 高野　真由香 （富岡西高校）

小島　日菜 （新野高校） 野村　麻菜 （富岡西高校）

谷澤　京香 （那賀高校） 田渕　加奈子 （富岡東羽ノ浦校）

湯浅　芽巳 （那賀高校） 西岡　悠 （富岡東羽ノ浦校）

石川　眞子 （小松島高校） 27 31 辻　　舞華 （小松島高校）

桑村　杏実 （小松島高校） 尾崎　文音 （小松島高校）

若山　由佳 （富岡西高校） 蔭山　佳歩 （羽ノ浦中学校）

笹尾　咲良 （富岡西高校） 竹治　香帆 （羽ノ浦中学校）

川邊　理紗子 （小松島高校） 尾畑　奈緒 （小松島高校）

湯浅　美咲 （小松島高校） 清原　愛里 （小松島高校）

田上　水稀 （羽ノ浦中学校） 林　明日香 （新野高校）

福谷　真希 （羽ノ浦中学校） 28 32 田中　美樹 （新野高校）

佐藤　美杜 （富岡西高校） 矢部　美鈴 （富岡西高校）

椋下　美里 （富岡西高校） 楠　　怜夏 （富岡西高校）
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タイムスケジュール

女３Ｗ　１ 女３Ｗ　２ 女３Ｗ　３ 女３Ｗ　４ 女３Ｗ　５ 女３Ｗ　６ 女３Ｗ　７ 女３Ｗ　８ 女２Ｗ　９ 女２Ｗ　１０

米元　　川西 中村　　田中 石川　　若山 川邊　　田上 田中　　原田 中川　　須崎 辻　　　蔭山 尾畑　　林 窪田　　佐藤 氏師　　土肥
田上　　杉本 湯浅　　谷口 桑村　　笹尾 湯浅　　福谷 長尾　　岡本 國分　　関岡 尾崎　　竹治 清原　　田中 森吉　　涌嶋 田中　　石口

羽ノ浦中　　小松島高 羽ノ浦中　　小松島高 小松島高　　富岡西高 小松島高　　羽ノ浦中 那賀高　　新野高 羽ノ浦中　　小松島高 小松島高　　羽ノ浦中 小松島高　　新野高 富岡東　　徳島文理大 富岡西高　　富岡東高

０－２ ０－２ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－１
１１－２１ ８－２１ ２２－２０ ２１－１２ ２１－７ ２１－１２ ２１－１１ １５－１３ ２３－２１ ２１－１５

６－２１ １１－２１ ２１－１０ ２１－１０ ２１－１０ ２１－１７ ２１－１３ ２１－６ ２１－１８ １７－２１

２１－１９
女２Ｗ　１１ 女２Ｗ　１２ 女２Ｗ　１３ 男２Ｗ　１４ 男２Ｗ　１５ 男２Ｗ　１６ 男２Ｗ　１７ 混合Ｗ　１８ 男３Ｗ　１９ 男３Ｗ　２０

森　　　助岡 山崎　　徳永 島田　　島田 田渕　　齋 谷　　　高岡 中村　　山下 栗本　　高橋 井形　　大城 香川　　中元 正木　　前橋
清水　　撫養 米田　　高井 辻　　　野田 笠原　　多田 金川　　正木 喜多　　川西 長岡　　市川 岡田　　細川 清原　　山脇 辻　　　三木

富岡東高　　富岡東高 富岡東高　　富岡西高 富岡東高　　富岡西高 富岡西高　　富岡東高 富岡西高　　徳島文理大 富岡東高　　徳島文理大　 富岡東高　　徳島文理大 阿南高専　　徳島文理大 小松島高　　那賀高 富岡西高　　羽ノ浦中

２－０ ０－２ ０－２ ０－２ ０－２ ２－１ ２－０ ０－２ ２－０
２１－９ １３－２１ ２０－２２ １１－２１ １９－２１ ２１－１８ ２１－１４ １８－２１ ２１－１０
２１－６ １７－２１ １６－２１ １６－２１ １７－２１ １６－２１ ２１－１５ ８－２１ ２１－１３

２１－１６
男３Ｗ　２１ 男３Ｗ　２２ 男３Ｗ　２３ 男３Ｗ　２４ 女３Ｗ　２５ 女３Ｗ　２６ 女３Ｗ　２７ 女３Ｗ　２８ 女３Ｗ　２９ 女３Ｗ　３０

桑村　　徳元 横田　　津山 岩本　　福井 小山　　谷本 豊岡　　川西 田中　　前橋 谷澤　　石川 川邊　　佐藤 豊永　　田中 中川　　高野
門田　　阿部 森　　　西岡 新居　　森下 阿部　　井上 橘　　　杉本 谷口　　小島 湯浅　　桑村 湯浅　　椋下 中野　　長尾 國分　　野村

那賀高　　阿南工業 阿南工業　　小松島高 羽ノ浦中　　那賀高 阿南工業　　小松島高 富岡西高　　小松島高 小松島高　　新野高 那賀高　　小松島高 小松島高　　富岡西高 小松島高　　那賀高 羽ノ浦中　　富岡西高

０－２ １－２ ２－０ ０－２ ０－２ ２－０ ０－２ ２－０ ２－０ ２－０
５－２１ ２４－２２ ２１－１７ ８－２１ １１－２１ ２１－９ ６－２１ ２１－６ ２１－７ ２１－１１
１４－２１ １３－２１ ２１－１４ ２１－２３ １２－２１ ２１－９ １４－２１ ２１－１７ ２１－０ ２１－１８

２２－２４
女３Ｗ　３１ 女３Ｗ　３２ 女２Ｗ　３３ 女２Ｗ　３４ 女２Ｗ　３５ 女２Ｗ　３６ 女２Ｗ　３７ 女２Ｗ　３８ 女２Ｗ　３９ 女２Ｗ　４０

田渕　　辻 尾畑　　矢部 井藤　　窪田 氏師　　山崎 林　　　森 森　　片山 豊田　　日下 徳永　　廣田 渡守　　島田 露口　　池光
西岡　　尾崎 清原　　楠 中村　　森吉 田中　　林 松本　　清水 久保野　　美喜 宮本　　竹治 高井　　吉岡 北村　　野田 露口　　長尾

富岡東羽ノ浦　　小松島高 小松島高　　富岡西高 富岡西高　　富岡東高 富岡西高　　富岡東高 富岡西高　　富岡東高 富岡東高　　新野高 富岡東高　　富岡西高 富岡西高　　新野高 那賀高　　富岡西高 富岡東高　　福島ＢＣ

１－２ １－２ ２－０ ０－２ ２－０ ２－１ ２－０ ２－０ ２－０ １－２
１５－２１ ２３－２１ ２１－１７ １４－２１ ２１－１１ １６－２１ ２１－９ ２１－１０ ２４－２２ ２１－９
２１－１８ １２－２１ ２１－１３ １４－２１ ２１－１４ ２１－１６ ２１－７ ２１－６ ２４－１４ １３－２１

１６－２１ １１－２１ ２１－９ １５－２１
男２Ｗ　４１ 男２Ｗ　４２ 男２Ｗ　４３ 男２Ｗ　４４ 男２Ｗ　４５ 男２Ｗ　４６ 男２Ｗ　４７ 男２Ｗ　４８ 混合Ｗ　４９ 混合Ｗ　５０

高岡　　田渕 若江　　齋 坂本　　青木 高岡　　明井 品川　　山下 磯田　　岩瀬 山本　　松浦 栗本　　栗本 井上　　井形 白浜　高島
大持　　笠原 安富　　多田 原田　　井伊 正木　　阿部 山川　　川西 後藤　　平山 森井　　坪井 長岡　　山下 清原　　岡田 山田　竹田

阿南工業　　富岡西高 富岡西　　富岡東高 富岡東高　　富岡西高 徳島文理大　　八万体協 阿南クラブ　徳島文理大 富岡西高　　阿南高 阿南高専　　富岡西高 富岡東高　　四国電力 新野体協　　阿南高専 ヒラマツ　　阿南高専

２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－１ ２－０ ２－１ ０－２ ２－０ ０－２
２１－３ ２２－２０ ２１－１２ ２３－２１ １８－２１ ２１－１９ １５－２１ １０－２１ ２１－７ １４－２１
２１－１ ２１－１４ ２１－１６ ２１－１６ ２１－１４ ２１－１５ ２３－２１ ８－２１ ２１－１３ １７－２１

２１－１７ ２１－１１
混合Ｗ　５１ 混合Ｗ　５２ 男３Ｗ　５３ 男３Ｗ　５４ 男３Ｗ　５５ 男３Ｗ　５６ 女３Ｗ　５７ 女３Ｗ　５８ 女３Ｗ　５９ 女３Ｗ　６０

仲尾　美馬 髙井　福井 森野　　中元 正木　　徳元 津山　　岩本 川西　　田中 石川　　川邊 豊永　　中川 辻　　　矢部
長尾　田村 野村　森内 田村　　山脇 辻　　　阿部 西岡　　新居 杉本　　谷口 桑村　　湯浅 中野　　國分 尾崎　　楠

阿南高専　八万体協　 阿南高専　日亜化学 王子製紙　　那賀高 富岡西高　　阿南工業 小松島高　　羽ノ浦中 小松島高　　小松島高 小松島高　　小松島高 小松島高　　羽ノ浦中 小松島高　　富岡西高

２－１ ０－２ ０－２ ２－０ ２－０ ２－０ ０－２ ２－０ ２１－１１
２１－１７ １５－２１ ２１－２３ ２１－１０ ２１－９ ２１－１７ １２－２１ ２１－８ ２１－１３
２４－２６ １５－２１ １８－２１ ２１－１２ ２１－８ ２１－１３ ８－２１ ２１－１０

２２－２０
女２Ｗ　６１ 女２Ｗ　６２ 女２Ｗ　６３ 女２Ｗ　６４ 男２Ｗ　６５ 男２Ｗ　６６ 男２Ｗ　６７ 男２Ｗ　６８ 混合Ｗ　６９ 混合Ｗ　７０

7コート 8コート 9コート 10コート6コート

11:40

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート

9:40

10:20

11:00

12:20

12:50



井藤　　山崎 森　　林 豊田　　徳永 渡守　　池光 高岡　　若江 坂本　　高岡 品川　　磯田 山本　　栗本 井上　　高島 仲尾　　福井
中村　　林 久保野　　松本 宮本　　高井 北村　　長尾 大持　　安富 原田　　正木 山川　　後藤 森井　　山下 清原　　竹田 長尾　　森内

富岡西高　　富岡東高 富岡東高　　富岡西高 富岡東高　　富岡西高 那賀高　　福島ＢＣ 阿南工業　　富岡西高 富岡東高　　徳島文理大 阿南クラブ　富岡西高 阿南高専　　四国電力 新野体協　　阿南高専 阿南高専　　日亜化学

２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ２－０ ０－２ ２－０ ０－２ ２－０ ０－２
２１－８ ２１－１９ ２６－２４ ２１－１５ ２１－７ １８－２１ ２１－１１ １４－２１ ２１－１１ １１－２１
２１－１４ ２１－１７ ２１－１５ ２１－１４ ２１－１３ １６－２１ ２１－８ １６－２１ ２１－８ １２－２１

男３Ｗ　７１ 男３Ｗ　７２ 女３Ｗ　７３ 女３Ｗ　７４ 女２Ｗ　７５ 女２Ｗ　７６ 男２Ｗ　７７ 男２Ｗ　７８ 混合Ｗ　７９ 男３Ｗ　８０

中元　　正木 津山　　谷本 川西　　川邊 豊永　　辻 井藤　　森 豊田　　渡守 高岡　　高岡 品川　栗本 井上　　福井 中元　　津山
山脇　　辻 西岡　　井上 杉本　　湯浅 中野　　尾崎 中村　　久保野 宮本　　北村 大持　　正木 山川　山下 清原　　森内 山脇　　西岡

那賀高　　富岡西高 小松島高　　小松島高 小松島高　小松島高 小松島高　　小松島高 富岡西高　　富岡東高 富岡東高　　那賀高 阿南工業　　徳島文理大 阿南クラブ　四国電力 新野体協　日亜化学 那賀高　　小松島高
長生クラブ

２－０ ２－１ ０－２ ２－０ ２－１ ２－１ ２－０ ０－２ ２－０ ２－０
２１－９ ２１－１９ １９－２１ ２２－２０ ２１－１２ ２０－２２ ２１－１３ １７－２１ ２１－１４ ２１－２０
２１－１５ １９－２１ １５－２１ ２１－９ １８－２１ ２１－１１ ２１－１４ １５－２１ ２１－９ ２１－１６

２１－９ ２１－１４ ２１－１４
女３Ｗ　８１ 女２Ｗ　８２ 男２Ｗ　８３

川邊　　豊永 井藤　　豊田 高岡　　栗本
湯浅　　中野 中村　　宮本 大持　　山下

小松島高　　小松島高 富岡西高　　富岡東高 阿南工業　　四国電力

ラリーラッシュ

２－１ ２－１ ２－０
２１－１６ ９－２１ ２１－１５
１５－２１ ２１－１１ ２１－１２

２１－１３ ２１－１５

14:10

14:50

15:30

13:30






