
ベスト16から正式ゲーム

79

松岡　航平　（ＪＦＥ物流） 60

70

53

38

39

40

渡辺　大輝　（JFE物流）

梶田　水晶　（NTN）　　　　　　棄権

渡邉　一輝　（倉敷翠松高校）

城戸　郁也　（水島工業高校）

36 福家　康記　（山陽学園教員）

37

35 杉本　剛規　（ＥＮＥＯＳ）

奥山　晃輔　（JFE物流）

奥野　正太　（倉敷翠松高校） 7232 西山　時人　（水島工業高校）

真木　宏之　（岡山市役所） 74

33 岡本　昂樹　（ＪＦＥプラントエンジ） 赤堀　秀斗　（水島工業高校） 73

山﨑　竜次　（ＪＦＥスチール倉敷） 76

34 中尾　弘樹　（三菱自動車）

岡村　翔汰　（水島工業高校） 75

30 橋村　優翔　（水島工業高校）

立野　楓稀　（ＪＦＥプラントエンジ） 7131

27 光本　聖矢　（倉敷工業高校）

小幡　真己　（倉敷翠松高校） 6929 平田　哲也　（倉敷翠松高校）

28 藤本　和宏　（Y@S） 矢野　　樹　（JFE物流） 68

山川　　碧　（ＪＦＥプラントエンジ）

26 井上　健太　（JFE物流）

小野　惇弘　（ＪＦＥプラントエンジ） 67

6424 飯島　尚輝　（ＥＮＥＯＳ）

錦織　圭吾　（大西ライオンズ） 6525

21 藏田　聖也　（ＪＦＥプラントエンジ）

矢吹　丈一郎　（倉敷翠松高校） 6222 岩井　陽一郎　（児島中学校）

佐野　未希也　（ＪＦＥ物流）

水川　文人　（ＪＦＥプラントエンジ） 59

20 向井　颯汰　（ＮＴＮ）　　　　　棄権

山縣　朋弥　（水島工業高校） 61

23 鷹津　蒼斗　（水島工業高校） 脊板　都弥　（三菱自動車） 63

18 田中　　遥　（水島工業高校） 原田　岬海　（おかやま山陽高校） 58

19 小阪　惟斗　（倉敷翠松高校）

佐野　宏太　（ＪＦＥプラントエンジ） 光畑　力也　（三菱自動車） 56

17 時吉　良真　（三菱自動車） 小川　　遼　（水島工業高校） 57

14 谷本　有希　（西阿知） 田中　　敬　（ＪＦＥプラントエンジ） 54

16

12 高橋　哲哉　（倉敷工業高校） 谷口　賢次　（ＰＥＡＣＥ） 52

13 安宅　功樹　（倉敷翠松高校） 白石　大智　（水島工業高校）

15 角　　壮太　（水島工業高校） 髙瀬　拓未　（ＥＮＥＯＳ） 55

11 山川　　翼　（ＪＦＥプラントエンジ） 千田　哲也　（ＪＦＥ物流） 51

48

9 参加登録なし 池上　太一　（ＪＦＥプラントエンジ） 49

10

男　子　シ　ン　グ　ル　ス　（ＭＳ）

6 石川　聖和　（ＪＦＥプラントエンジ） 河村　朝陽　（ＪＦＥプラントエンジ） 46

8 山川　智大　（ＮＴＮ）　　　　　棄権 松田　斗羽　（倉敷工業高校）

長村　憲志　（三菱自動車） 安宅　智哉　（倉敷翠松高校） 44

5 土屋　幸平　（倉敷翠松高校） 中尾　祐介　（岡山） 45

7 大森　翔太　（福田中学校） 中山　大成　（倉敷翠松高校） 47

3 岡　　優紀　（倉敷翠松高校） 田中　陸翔　（倉敷翠松高校） 43

4

1 實金　三暢　（ＪＦＥ物流） 平田　璃月　（水島工業高校） 41

2 中永　翔輝　（水島工業高校） 定廣　恒輝　（三菱自動車）

12-21

3-5
途中棄権

20實金　三暢
（ＪＦＥ物流）

山川　　碧
（ＪＦＥプラントエンジ）

決  勝

42

上元　瑛汰　（水島工業高校） 棄権　湯谷　郁斗　（NTN） 50

藤原　　凛　（倉敷翠松高校）

石川　遠和　（倉敷翠松高校） 66

80山崎　悠翔　（JFE物流）

長谷川　卓利　（ＥＮＥＯＳ） 77

渡邉　慎介　（水島工業高校） 78

池田　創太　（倉敷翠松高校）
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小幡　真己・田中　陸翔
（　倉敷翠松高校　）

39

佐野　宏太・山﨑　竜次
（JFEプラント・ＪＦＥｽﾁｰﾙ）

37

20
長村　憲志・時吉　良真
（　三菱自動車　）

41

21
岡村　翔汰・山縣　朋弥
（　水島工業高校　）

城戸　郁也・平田　璃月
（　水島工業高校　）

42

岩井　陽一郎・大森　翔太
（児島中学校・福田中学校）

16
中山　雅博・福家　康記
（福田中教・山陽学園教）

17
佐野　未希也・山﨑　悠翔
（　JFE物流　）

18

19
岡本　昂樹・立野　楓稀
（　JFEプラントエンジ　）

脊板　都弥・定廣　恒輝
（　三菱自動車　）

40

岡　　優紀・渡邉　一輝
（　倉敷翠松高校　）

松田　斗羽・高橋　哲哉
（　倉敷工業高校　）

38

7

8

男　子　ダ ブ ル ス　 （ＭＤ）

11
石川　聖和・河村　朝陽
（　JFEプラントエンジ　）

池上　太一・藏田　聖也
（　JFEプラントエンジ　）

31

9
松岡　航平・矢野　　樹
（　JFE物流　）

濱本　祥希・飯島　尚輝
（　ＥＮＥＯＳ　）

29

10
桶　　大志・橋本　　蓮
（　倉敷工業高校　）

安宅　智哉・小阪　惟斗
（　倉敷翠松高校　）

30

4

5

上元　瑛汰・鷹津　蒼斗
（　水島工業高校　）

岡　　稔真・渡辺　大輝
（　JFE物流　）

36

西村　将太・錦織　圭吾
（クラレ岡山・大西ﾗｲｵﾝｽﾞ）

小野　惇弘・水川　文人
（　JFEプラントエンジ　）

藤原　　凛・石川　遠和
（　倉敷翠松高校　）

23

3
三宅　拓実・原田　岬海
（　おかやま山陽高校）

西山　時人・渡邉　慎介
（　水島工業高校　）

24

1
實金　三暢・千田　哲也
（　JFE物流　）

奥山　晃輔・井上　健太
（　JFE物流　）

22

2
谷口　賢次・田木　健太
（　ＰＥＡＣＥ　・　西阿知　）

中山　大成・奥野　正太
（　倉敷翠松高校　）

6
藤本　和宏・杉本　剛規
（　Y@S　・　ENEOS　）

小川　　遼・角　　壮太
（　水島工業高校　）

15
山川　智大・梶田　水晶　　　棄権
（　ＮＴＮ　）

14
安宅　功樹・矢吹　丈一郎
（　倉敷翠松高校　）

12
山川　　翼・山川　　碧
（　JFEプラントエンジ　）

13
長谷川　卓利・髙瀬　拓未
（　ＥＮＥＯＳ　）

光畑　力也・中尾　弘樹
（　三菱自動車　）

25

景山　智稀・長尾　　潤
（　西阿知　）

26

棄権　湯谷　郁斗・向井　颯汰
　（　ＮＴＮ　） 27

田中　　遥・橋村　優翔
（　水島工業高校　）

28

平田　哲也・土屋　幸平
（　倉敷翠松高校　）

35

33

赤堀　秀斗・白石　大智
（　水島工業高校　）

34

32

真木　宏之・田中　　敬
（岡山市役所・ＪＦＥプラント）

決  勝

實金　三暢
千田　哲也
（ＪＦＥ物流）

2 0
奥山　晃輔
井上　健太
（ＪＦＥ物流）

21-　9

21-14
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23

22光岡　瑠那（山陽学園高校）

谷澤　佳乃（三菱自動車）11 竹本　千穂（山陽学園高校）

9 井手　柚月（岡山ガス）

10 中務　玲実（笠岡商業高校）

竹原　　遼（倉敷中央高校） 21

池田　朱亜（笠岡商業高校） 20

17

奥　幸那（明誠学院高校教） 187 中原　　鈴（倉敷中央高校）

19大森　心音（山陽学園高校） 棄権　立野　葉月（山陽学園高校）

6 武田　莉奈（岡山ガス） 芦田　奈美希（岡山ガス）

8

4 若林　真名（PEACE） 坪井　夕華（三菱自動車） 15

5 西崎　玲音（山陽学園高校） 内藤　　慧（山陽学園高校） 16

3 服部　莉歩（琴浦中学校） 西原　莉々衣（琴浦中学校） 14

13

　　　女　子　シ　ン　グ　ル　ス　 （ＷＳ）

1 川邉　智絵（三菱自動車） 岡﨑　梨紗（ミッキーズ） 12

2 佐藤　優帆（山陽学園高校） 棄権　住森　蘭珠（山陽学園高校）

決  勝

中原　　鈴
（倉敷中央高校） 2 0

岡﨑　梨紗
（ミッキーズ）

21-15

21-10



（全て正式ゲーム）

1
武田　莉奈・岡﨑　梨紗
（ 岡山ガス・ミッキーズ ）

芦田　奈美希・奥　幸那
（岡山ガス・明誠学院高教員）

8

2
光岡　瑠那・佐藤　優帆
（　山陽学園高校　）

棄権　竹本　千穂・立野　葉月
　　　　（　山陽学園高校　） 9

3
若林　真名・森川　紗彩華
（　PEACE　）

森　天瞳・岩井　美沙希
（　倉敷中央高校　）

12

7
池田　朱亜・中務　玲実
（　笠岡商業高校　）

井手　柚月・奥山　菜月
（　岡山ガス・Ｊ物クラブ　）

13

10

4
内藤　　慧・大森　心音
（　山陽学園高校　）

5
正木　夏鈴・坪井　夕華
（　三菱自動車　）

谷澤　佳乃・川邉　智絵
（　三菱自動車　）

11

6
西原　莉々衣・服部　莉歩
（　琴浦中学校　）

西崎　玲音・住森　蘭珠
（　山陽学園高校　）

武田　莉奈
（岡山ガス）
岡﨑　梨紗

（ミッキーズ）

2
26-24

21-17
0

井手　柚月
（岡山ガス）
奥山　菜月
（J物クラブ）

決  勝

女　子　ダ　ブ　ル　ス　 （ＷＤ）


