
１６才以下男子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 丹下　颯希  

   丹下　颯希

2 徳島市立高 徳島 友竹　喬則 8-2  

    丹下　颯希

3 土佐高 高知 中山　亮輔  8-1

   和田　涼吾  

4 英明高 香川 和田　涼吾 8-2  

    丹下　颯希

5 新田高 愛媛 石丸　琉生  6-1 6-1

   石丸　琉生  

6 城南高 徳島 松田　久遠 8-3  

    山内　渉

7 城南高 徳島 山田　稜真  8-5

   山内　渉  

8 松山北高 愛媛 山内　渉 8-2  

    丹下　颯希

9 HIROテニスカレッジ 徳島 薦田　直哉  6-1 6-1

   薦田　直哉  

10 桜町中 香川 中原　仁誇 8-1  

    薦田　直哉

11 土佐高 高知 松井　孝汰郎  8-1

   長谷　友樹  

12 英明高 香川 長谷　友樹 8-2  

    薦田　直哉

13 高知中央高 高知 片岡　駿  6-4 6-3

   井上　憂大  

14 城南高 徳島 井上　憂大 8-2  

    井上　憂大

15 3PLUS 愛媛 谷友　璃久  8-4

   熊野　宗太  

16 チームラビット 香川 熊野　宗太 8-6  

    丹下　颯希

17 城南高 徳島 東　太陽  6-2 6-3

   東　太陽  

18 英明高 香川 藤田　真叶 8-6  

    土居　凜

19 高知学芸高 高知 土居　凜  8-5

   土居　凜  

20 ラ・ポーム 徳島 杉田　誠人 8-5  

    大島　望

21 坂吉Jr 愛媛 河野　優  6-3 6-2

   成松　孝彦  

22 松山西中等 愛媛 成松　孝彦 9-7  

    大島　望

23 土佐中 高知 大谷　卓矢  8-4

   大島　望  

24 高松北高 香川 大島　望 8-1  

    片上　智貴

25 高知中央高 高知 上岡　波留  6-3 1-6 7-5

   上岡　波留  

26 新田高 愛媛 土居　魁心 8-3  

    上岡　波留

27 新田高 愛媛 宇田　望夢  8-2

   宇田　望夢  

28 高知中 高知 市川　颯人 8-5  

    片上　智貴

29 城南高 徳島 寺崎　呼人  6-2 6-1

   前田　晟明  

30 高松北高 香川 前田　晟明 8-0  

    片上　智貴

31 高松北高 香川 二條　昂佑  8-2

   片上　智貴  

32 新田高 愛媛 片上　智貴 9-7

    

補欠1 O.P.A tennis 徳島 友成　優仁
補欠2 土佐塾高 高知 上村　南

   

 薦田　直哉  

 大島　望 

  大島　望 7-5 6-0   

   

 山内　渉  

   山内　渉 

  井上　憂大 6-4   

    上岡　波留 

  土居　凜  6-2  

   上岡　波留  

  上岡　波留 6-4    
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１８才以下男子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 中村　元  

   中村　元

2 高松西高 香川 坪内　陽星 8-0  

    中村　元

3 高知高 高知 西原　大河  8-1

   西原　大河  

4 城南高 徳島 猪内　遼平 8-0  

    中村　元

5 阿南光高 徳島 多賀原　亮哉  6-2 6-4

   吉田　剛  

6 松山商業高 愛媛 吉田　剛 8-4  

    村上　喬

7 徳島市立高 徳島 宮崎　魁  8-0

   村上　喬  

8 高松北高 香川 村上　喬 8-4  

    中村　元

9 高松高 香川 宮脇　大志  6-1 6-2

   宮脇　大志  

10 高知中央高 高知 家迫　貢大 8-0  

    宮脇　大志

11 八幡浜高 愛媛 岡村　悠雅  8-2

   山地　恭平  

12 香川高専 香川 山地　恭平 8-3  

    芳谷　仁

13 松山北高 愛媛 渡部　晴統  4-6 6-1 10-1

   渡部　晴統  

14 土佐高 高知 植田　直人 8-2  

    芳谷　仁

15 高知高 高知 乙部　輝  8-2

   芳谷　仁  

16 高松北高 香川 芳谷　仁 8-0  

    中村　元

17 新田高 愛媛 正岡　拓人  6-1 6-4

   正岡　拓人  

18 高松北高 香川 関本　椋 8-5  

    正岡　拓人

19 松山北高 愛媛 山内　舜  8-5

   濵田　航太  

20 城南高 徳島 濵田　航太 8-5  

    正岡　拓人

21 城南高 徳島 門田　和航  6-0 6-0

   門田　和航  

22 土佐中 高知 市吉　風音 8-5  

    池田　大斗

23 高知学芸高 高知 塩見　武史  8-2

   池田　大斗  

24 城南高 徳島 池田　大斗 8-1  

    羽山　昂輝

25 高松北高 香川 近藤　龍斗  6-4 1-6 6-2

   近藤　龍斗  

26 城ノ内高 徳島 吉田　光希 8-2  

    近藤　龍斗

27 大洲農業高 愛媛 平井　智隆  8-3

   市吉　優生  

28 土佐高 高知 市吉　優生 8-2  

    羽山　昂輝

29 西条農業高 愛媛 工藤　温人  6-1 6-3

   井川　翼  

30 城南高 徳島 井川　翼 8-4  

    羽山　昂輝

31 坂出高 香川 新居　岳士  8-4

   羽山　昂輝  

32 徳島市立高 徳島 羽山　昂輝 8-5

    

補欠1 高知高 高知 森下　龍之介
補欠2 坂出高 香川 角道　紀文

  

 芳谷　仁  

 芳谷　仁 

  正岡　拓人 5-7 6-1 6-2   

  

 村上　喬  

   村上　喬 

  宮脇　大志 w.o.  

    村上　喬 

  池田　大斗  6-4  

   池田　大斗  

  近藤　龍斗 6-2    
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