
男子たまごの部 14 女子たまごの部 14 男子初級の部 24 女子初級の部 19 男子中級の部 19 女子中級の部 10

津野ジュニア 矢野　晄大 津野ジュニア 常石りあん 宿毛愛好会 高見昂汰 清水BJC 宮添ひなた 旭東ＢＳＳ 齋藤　駿 清水BJC 宮﨑　日和

津野ジュニア 常石新大 宿毛愛好会 越智周 宿毛愛好会 越智弥一 宿毛愛好会 高見月菜 清水BJC 早川　祥世　 清水BJC 増岡　芽琉

ラクーン 矢野寿希也　 土佐山学舎 若林　愛茉音 土佐山学舎 生野　大芽 ラクーン 西森　ゆず 土佐山学舎 小島　千楽 清水BJC 増田　真名

春野ジュニア 濵口　樟 ラクーン 矢野　えみ 南海中学校 黒岩 怜央 春野ジュニア 中越　柚葉 南海中学校 土居 太一 春野ジュニア 吉井　彩乃

春野ジュニア 元久　友登 春野ジュニア 宮﨑　あさひ ラクーン 三谷　新太 横内ジュニア 立石　夕絢 南海中学校 井本 蓮也 横内ジュニア 松田　風花

春野ジュニア 山本　朔史 春野ジュニア 中越　若葉 ラクーン 中川　大輔 横内ジュニア 弘松　環奈 南海中学校 竹政 和志 横内ジュニア 立石　光茜

春野ジュニア 吉井　涼人 春野ジュニア 中町　里緒奈 ラクーン 濱田　　辿 横内ジュニア 津野　綸那 南海中学校 北川 蓮人 土佐山ファニー 門田　実侑

春野ジュニア 原田　寛多 春野ジュニア 原田　希 春野ジュニア 中町　龍青 横内ジュニア 田中　絆智 春野ジュニア 前野　瑞貴 香長・南国 鈴木　亜里沙

春野ジュニア 山脇　綾介　　　春野ジュニア 元木　寧音 春野ジュニア 元久　大輝 伊野南中 有岡 瑞葵 春野ジュニア 川添　凛空 城西中学校 竹村　心音

伊野南中 鈴江 光陽 横内ジュニア 影山　みく 伊野南中 濵田 脩瑠 伊野南中 国行 奏希 伊野南中 阿部 維咲 城西中学校 下元　心琴

伊野南中 野々村 有翔 横内ジュニア 筒井　結愛 土佐山ファニー 大﨑　康輝 香長・南国 中山　花 伊野南中 筒井 蒼天

土佐山ファニー 森　優登 土佐山ファニー 森本　絢心 スカイブルー 横山　岳 香長・南国 田島　寧々 香長・南国 吉岡　ちはや

朝倉ワークジュニア三谷　怜 総合クラブとさ 森澤　心結 スカイブルー 竹村　侑真 城西中学校 古味　美沙希 香長・南国 久保　とうご

総合クラブとさ 山本　富久 総合クラブとさ 森澤　乙叶 香長・南国 横山　然 城西中学校 杉本　雛子 城西中学校 野村　和己

香長・南国 川村　伊吹 城西中学校 田村　咲穂 城西中学校 西森　孔亮

香長・南国 寺脇　悠斗 城西中学校 高石　莉桜 鏡中学校 武田　潮音

香長・南国 福岡　寛大 城西中学校 堀見　優月 鏡中学校 岡林　祐樹

城西中学校 宮﨑　涼大 城西中学校 松永　志緒里 鏡中学校 筒井　祥太

城西中学校 佐野　留希有 鏡中学校 川﨑　あゆ夏 鏡中学校 大﨑　弘誠

城西中学校 樋熊　瑛汰

城西中学校 伊藤　慎悟

城西中学校 片岡　瑞人

鏡中学校 門田　琉来

鏡中学校 尾﨑　英汰

男子上級の部 11 女子上級の部 10 ダブルス初級 12 ダブルス中級 11 ダブルス上級 9

春野ジュニア 西森　蒼 清水BJC 安田　有純 宿毛愛好会 畠山風夏・山崎未来 宿毛愛好会 長岡杏・長岡里奈 旭東ＢＳＳ 梨岡　玄貴・中澤　里穂

スカイブルー 横山　咲 南海中学校 北岡 由貴芭 土佐山学舎 近藤　智仁・竹﨑　和樹 土佐山学舎 森本　琴心・竹内　悠花 土佐山学舎 門田　蒼介・髙橋　優斗

香長・南国 小山　茂人 ラクーン 濱田　夢来 南海中学校 岩松 主浬・福山 惺椰 土佐山学舎 和田　昴大・松浦　岳飛 南海中学校 江口 拓海・山岡 蓮

香長・南国 久保　弥真人 春野ジュニア 濵口　梨緒 南海中学校 寺岡 嶺希・松阪 妃鞠 土佐山学舎 矢野　時臣・オープン 南海中学校 武田 刻也・山本 陽久

香長・南国 谷田　喜一郎 スカイブルー 上総　新怜 南海中学校 下村 璃心・河野 千夏 土佐山学舎 常光　陽世・武田　澪 春野ジュニア 山本　結花・市川　夏菜生

香長・南国 木村　旭希 香長・南国 土居　柚那 伊野南中 高橋 茉瑚・中越 羽乃 南海中学校 井上 愛梨・坂本 未羽 伊野南中 大橋 優月・野々宮 汐

香長・南国 新川　翔 香長・南国 濵口　彩羽 城西中学校 岡本　嶺・大野　利央 南海中学校 中村 比多奈・岡村 椎南 城西中学校 北村　日奈向・小松　楓和

城西中学校 岡田　悠靖 城西中学校 大川　鈴七 城西中学校 津野　翼希・松田　太吉 南海中学校 近澤 歩美・中平 莉桜 明徳義塾 陳・宋

城西中学校 川邑　迪矢 鏡中学校 西森　小夏 城西中学校 西村　楓花・川村　ひなこ 南海中学校 稲井 愛夢・正木 大智 明徳義塾 ヒョンス・ウィン

城西中学校 片岡　慧士 鏡中学校 中川　佳月 城西中学校 小林　真歩・伊藤　さくら 南海中学校 武井 勝男・森本 晃正

鏡中学校 今村　駿文 伊野中学校 北村　悠馬・松村　瑠威 伊野南中 前野 優美菜・吉村 栞奈

明徳義塾 山本 みな子・恒石　美月
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