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脇町うだつアリーナ

男子シングルス

(徳島商業高) 79

39 高田　楓真 (城南高) 上田　　煌 (城東高) 78

竹内　聖貴

76

38 河野　真也 (徳島商業高) 橋本　侑磨 (城北高) 77

37 端本　優人 (つるぎ高) 武澤　　渉 (つるぎ高)

74

36 三木　海人 (城東高) 宮城　希都 (徳島市立高) 75

35 岡村　直斗 (鳴門高) 新田　聖人 (つるぎ高)

72

34 石幸　琉成 (徳島商業高) 石川　航基 (徳島商業高) 73

33 久米　祐司 (城西中) 坂東　孝紀 (徳島北高)

70

32 八木　拓実 (城北高) 天雲　光希 (鳴門高) 71

31 市橋　昊己 (城南高) 名目良亮介 (城南高)

68

30 北岡　直輝 (つるぎ高) 大月　一輝 (城南高) 69

29 西川　宗汰 (板野高) 大谷　琉駆 (つるぎ高)

66

28 西坂　　新 (徳島市立高) 近藤　輝一 (城東高) 67

27 花岡　　輝 (つるぎ高) 福井千聖人 (つるぎ高)

64

26 國本　太一 (城東高) 麻　　圭汰 (南部中) 65

25 梶原　蒼生 (徳島北高) 岡野　光記 (鳴門高)

62

24 峯田　滉生 (徳島商業高) 武市　紘季 (徳島商業高) 63

23 吉兼　航希 (つるぎ高) 金崎　柑太 (つるぎ高)

60

22 福松　玄惟 (藍住中) 齋藤　龍駕 (城西中) 61

21 松永　裕一 (つるぎ高) 有井　洸貴 (城南高)

58

20 西尾　啓希 (城南高) 宇田　郁海 (城南高) 59

19 水田　陸斗 (城南高) 正木　大誠 (つるぎ高)

56

18 大塚　颯斗 (つるぎ高) 河野　圭汰 (城東高) 57

17 三木　良佑 (徳島商業高) 坂東　大志 (つるぎ高)

54

16 森江　翔大 (阿波中) 堅田　秀哉 (藍住中) 55

15 新開　瞳馬 (つるぎ高) 仁木　涼太 (つるぎ高)

52

14 田中　　奨 (城東高) 赤澤　祐太 (徳島市立高) 53

13 中川　慶汰 (城南高) 兼松　優斗 (徳島北高)

50

12 藪原　優希 (徳島商業高) 鶴羽壮一郎 (徳島商業高) 51

11 横瀬　太輔 (鳴門高) 富川　将吏 (城南高)

48

10 原田　拓弥 (つるぎ高) 武田　　陸 (つるぎ高) 49

9 吉田　達哉 (徳島商業高) 坂本　陽友 (城北高)

46

8 眞鍋　陽季 (徳島市立高) 田中　翔也 (城南高) 47

7 髙岡　鈴賀 (城南高) 松本　　葵 (鳴門渦潮高)

44

6 佐藤　　朔 (つるぎ高) 小村　悠斗 (徳島商業高) 45
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42

4 峯　　希望 (城西中) 黒川　蒼太

仁木　晴大 (鳴門高)

藤本　大雅 (城南高) 松本　龍実 (徳島北高)

(城南高) 41

1

(つるぎ高) 43

3 藤野　留生 (徳島北高)

引地　亮斗 (南部中) 森岡廉汰朗 (徳島商業高) 40

2 角　　泰伸 (つるぎ高) 岡本　　陸
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25 森下　　奏 (城南高)

板井　美梨 (鳴門高)

24 吉田　雪乃 (名西高) 煙草　遥香

1 豊永祐里奈 (徳島商業高)

川添　桃華23

2 林　　夕葵 (徳島市立高) 小野　真穂

中村　亜香

3 金原紗和香 (阿波中)

5 小山　晴菜 (徳島商業高)

三原　彩乃

4 角田　明優 (阿波高)

7 赤松　希紘 (城南高)

大杉　愛澄

6 山本　優奈 (阿南中)

8 河村　真帆 (徳島商業高) 引地　愛実

岩見　菜月

9 葉坂　ひめ (徳島北高)

11 椋本　榎音 (鳴門渦潮高)

宇城　果歩

10 松本　遙華 (藍住東中)

12 山西美衣奈 (城東高) 松本　知佳

山田　操季

13 柴田しおり (徳島市立高)

15 岡久　心春 (徳島商業高)

丸添　美咲

14 大川　紗矢 (城東高)

16 美世　遥香 (城南高) 古林　心春

17 天羽　未央 (徳島市立高)

三木　陽里 (徳島商業高)

佐竹　美織

18 三橋　舞衣 (城北高) 菊池凛々香

増田　あや

20 安原　菜穂 (徳島市立高) 村橋　紫楓

19

21 髙橋　沙綾 (徳島商業高) 加島　彩夏

22 豊田　歩叶 (徳島北高)

(徳島商業高)

(阿波中)

(徳島北高)

26

(城東高) 27

(鳴門渦潮高) 28

豊永　夢乃

29

(徳島市立高) 30

(名西高) 31井内奈乃香

32

(徳島商業高) 33

(城南高) 34

池田優梨奈

(城東高) 35

(徳島商業高) 36

(徳島市立高) 37

岡　　千鶴

(藍住東中) 38

(南部中) 39

(藍住中) 40宮倉　美優

(阿波中) 41

(山川中) 42

(徳島市立高) 43

(徳島商業高) 44

(徳島商業高) 45

(北島中) 46

(鳴門高) 47福田和津実

(徳島北高) 49

吉岡　楓加 (徳島商業高) 50

髙木　陽菜 (城南高) 51

(城北高) 48


