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広島県立総合体育館ほか

種　目 優　勝 準優勝 参加数

男子シングルス１部 河内 達哉 中井 嘩公 溝手 守 加藤 義啓 　１４

(アーガスＢＭＣ[愛媛]) (産体ジュニア[鳥取]) (大野ＢＣ) (羽)

男子シングルス２部 工藤 大和 西村 洸 中村 温斗 山本 崇史 　２３

(ユキバド) (亀崎中教員) (亀崎中) (亀崎中)

男子シングルス３部 瀬尾 隆文 垣内 健吾 上刎 想士 山崎 輝 　６０

(因島ＢＣＪ) (三原クラブ) (キティタイガー) (えっちゃんず)

女子シングルス１部 花本 凛菜 三本 晴菜 上原 真姫 　８

(産体ジュニア[鳥取]) (広島国際大) (安田女子高)

女子シングルス２部 德元 穂乃花 日浦 咲月 神田 菫 福永 ゆい 　１８

(北島Ｂａｍｂｉ[徳島]) (宇品中) (安古市高) (安古市高)

女子シングルス３部 川田 鈴菜 德元 野乃花 板垣 いろは 加納 恋々 　２９

(北島Ｂａｍｂｉ[徳島]) (北島Ｂａｍｂｉ[徳島]) (西条中) (亀崎中)

男子ダブルス１部 森川 翔暉 渡部 翔大 新宮 佑哉 日浦 泰樹 　１７

藤田 健介 長谷部 伸洋 横段 和昇 大野 陽輝
(新田高･聖ウルスラ学院[愛媛／宮城]) (アーガスＢＭＣ[愛媛]) (のぼり･菩薩時代) (修道大･周南公立大[広島／山口])

男子ダブルス２部 岩本 隼介 田中 虎太朗 宮内 則定 大野 周音 　２７

尾上 慶太 藤井 琉輝 八束 勇平 前田 大豪

(無所属) (広島経済大･広島工業大) (アーガスＢＭＣ[愛媛]) (松山大[愛媛])

男子ダブルス３部 三好 大地 川上 真輝 辻本 和輝 河野 光 　５９

宗山 群 村上 茂樹 島田 樹己 森下 翔梧

(広島オンエア) (白島体協･祇園体協) (アフロブルース[愛媛]) (広島オンエア)

男子ダブルス４部 田村 義明 坂部 宗大 岡本 智慈 狩野 貴弘 　４９

片島 敦 池田 雅博 佐々木 彰太 富田 司

(川内体協) (戸坂体協) (祇園北高) (高宮体協)

男子ダブルス５部 勝木 康太 今岡 雅哉 平岡 鉄兵 田頭 佑 　１４

天野 祐介 井上 雄太 今 怜誠 田頭 陽

(夢語) (松江市役所[島根]) (田中ＢＣ広島･大野ジュニア) (因南中)

女子ダブルス１部 村上 知紘 與猶 くるみ 田坂 季子 下田 菜都美 　８

日野 智然 新川 美来 小田 沙弥香 濱北 もも

(広島ガス) (ヨネックス･広島スウィング[名古屋／広島]) (無所属･広島スウィング) (広島ガス)

女子ダブルス２部 若林 智代 竹中 梨紗 井上 奏音 定本 涼菜 　１２

田村 爽華 宮本 千聖 池田 亜依 河野 さくら

(無所属[兵庫／広島]) (安田女子高) (修道大) (いちご倶楽部)

女子ダブルス３部 小川 舞桜 沖山 あかり 新宮 なつ 小泉 優奈 　３３

黒墨 一葉 安達 凛 植田 祐実 木村 文香

(三和中) (翠町中･江波中) (のぼり) (松江市役所･アクアドライブ[島根／広島])

女子ダブルス４部 野田 渚 武田 朱莉 関山 華乃 佐藤 ゆかり 　４７

畠田 さち 武田 陽彩 浦 彩花 内山 智恵

(東原中) (東原中･東野ＳＢＣ) (東野ＳＢＣ･高陽ジュニア) (祇園クラブ)

女子ダブルス５部 　　０

混合ダブルス１部 溝手 守 日浦 泰樹 奥野 天斗 森川 翔暉 　１５

新川 美来 石田 季莉 宮本 千聖 田村 爽華
(大野ＢＣ･広島スウィング) (修道大･広島経済大) (瓊浦高･安田女子高[長崎／広島]) (新田高･無所属[愛媛／広島])

混合ダブルス２部 小西 隆太 日浦 朋樹 田村 佑樹 高橋 哲也 　１３

田中 咲桜乃 植田 祐実 林 奈菜 田村 朱麗
(明治大･安田女子大[東京／広島]) (マツダ･のぼり) (広島大･広島国際大) (広島工業大･広島国際大)

混合ダブルス３部 由宇 将剛 藤高 雄大 池田 辰仁 吉田 滉瑛 　６０

由宇 文香 井上 奏音 石丸 愛華 池田 亜衣

(ＡＱＵＡドライブ) (修道大) (修道ＯＢ･安田ＯＧ) (修道大)

混合ダブルス４部 正迫 智大 斎藤 文也 井上 雄太 安東 春哉 　２３

馬場 姫奈 斎藤 綾菜 桑垣 真子 近藤 千奈

(修道大･安田女子大) (トミーズ) (松江市役所[島根]) (基町高)

三　位
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種　目 優　勝 準優勝 参加数三　位

中学男子シングルス 田阪 春馬 中村 温斗 山本 崇史 上刎 想士 　３０

(国分寺中[香川]) (亀崎中) (亀崎中) (キティタイガー)

中学女子シングルス 花本 凛菜 山下 梢 黒岩 希々 石原 芽依 　３６

(産体ジュニア[鳥取]) (亀崎中) (高槻ＡＪＢＣ[大阪]) (勝賀中[香川])

中学男子ダブルス 中井 嘩公 友國 敬吾 河野 楓真 松本 琥太郎 　２０

清水 直生 滝口 弦 瀬尾 隆文 磯﨑 久太朗

(産体ジュニア[鳥取]) (亀崎中) (因島ＢＣＪ) (松徳学院中[島根])

中学女子ダブルス 德元 穂乃花 越智 菜都美 今井 美月 小松木 望愛 　２６

德元 野乃花 小松木 悠愛 芳野 遥香 板野 瑠衣
(北島Ｂａｍｂｉ[徳島]) (亀崎中) (亀崎中) (亀崎中･翠町中)

小学男子シングルス 小川 真輝 河野 真弥 小澤 好誠 井手口 翔 　２０

６年生以下 (美鈴が丘ＪＢＣ) (勝原ジュニア[兵庫]) (高陽ジュニア) (南Ｑ[大阪])

小学男子シングルス 新田 大晃 三木 暖大 栗田 蓮 松原 悠真 　２８

５年生以下 (春日ＢＣ[大阪]) (久松台) (Ｋシャトル[兵庫]) (Ｋシャトル[兵庫])

小学男子シングルス 高林 佑吏 高橋 廉 相良 悠太 髙橋 渉真 　４３

４年生以下 (キティタイガー) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ[愛媛]) (高陽ジュニア) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ[愛媛])

小学女子シングルス 冨田 琴子 山本 茉奈 沖本 愛音 水野 璃美 　３９

６年生以下 (Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口]) (星野ＢＪＳ[島根]) (美鈴が丘ＪＢＣ) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ[愛媛])

小学女子シングルス 田阪 心果 石田 夢彩 松田 風花 上田 涼菜 　３３

５年生以下 (フューチャー[香川]) (Ｋシャトル[兵庫]) (横内ＪＢＣ[高知]) (千代田ジュニア[東京])

小学女子シングルス 畠田 あや 吉岡 瑞希 岡山 恭子 林 音琶 　３２

４年生以下 (東野ＳＢＣ) (ビッキーズ[埼玉]) (高陽ジュニア) (三原ジュニア)

小学男子ダブルス 下前 倖司 田阪 翔 伊藤 光嬉 真木 健瑠 　１８

小澤 好誠 井指 瞬 柴田 結人 伊藤 大豪

(高陽ジュニア) (フューチャー･ＲＳＣ[香川／和歌山]) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ[愛媛]) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ[愛媛])

小学女子ダブルス 冨田 琴子 神野 莉子 水野 璃美 武田 陽彩 　３４

兼子 結衣 髙橋 明日純 増本 さわ 関山 華乃
(Ｂｅｅｋｉｄｓ[山口]) (角野ＪＢＣ[愛媛]) (Ｔ Ｕｎｉｏｎ･東雲ＢＳＳ[愛媛]) (東野ＳＢＣ)


