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濵中裕太 （ＲＳハマナカ） 村上真次郎村上真次郎村上真次郎村上真次郎 (住友化学)(住友化学)(住友化学)(住友化学) 佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）
村上真次郎 （住友化学） 曽我部　翔曽我部　翔曽我部　翔曽我部　翔 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 真鍋聡志真鍋聡志真鍋聡志真鍋聡志 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）
松本健吾 （クラレ西条） 平塚祐也 （みかん） 村上泰次郎 (スマッシュ)
山﨑祐介 （ハルトノ） 青野大喜 （みかん） 加藤正悟 （みかん）
西野勝志 (新田高） 渡部翔大渡部翔大渡部翔大渡部翔大 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大) 真田康心真田康心真田康心真田康心 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大)
濵中裕太 （ＲＳハマナカ） 白石昂大白石昂大白石昂大白石昂大 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大) 米持雄貴米持雄貴米持雄貴米持雄貴 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大)
村上真次郎 (スマッシュ) 佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ） 田中大祐 (新田高）
米持雄貴 （松山大） 村上真次郎村上真次郎村上真次郎村上真次郎 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 西野勝志 (新田高）
濵中裕太 （RSハマナカ） 真鍋聡志真鍋聡志真鍋聡志真鍋聡志 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ） 佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）
大西航太郎 (スマッシュ) 曽我部　翔曽我部　翔曽我部　翔曽我部　翔 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 村上真次郎村上真次郎村上真次郎村上真次郎 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)
真田康心 (松山大) 村上泰次郎 (スマッシュ) 権田光輔 （イチミヤ）
竹永周平 (松山大) 加藤正悟 （みかん） 大西航太郎 (スマッシュ)
渡部克栄 (同志社大)
濵中裕太 （ＲＳハマナカ）

吾野文人 (関西学院大)

東　雄太 (同志社大)
竹本圭吾 (横田工機㈱） 田坂厚司 （ＲＳハマナカ） 尾崎謙二 (石井体協)
檜垣　潤 (ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ) 檜垣　潤 (ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ) 塩出茂明 （ダスキン）
田坂厚司 (スマッシュ) 伊藤　平 （たまてん） 檜垣　潤 （リコージャパン）

塩出浩之 （ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜愛媛） 田辺栄司 （たまてん） 福田純一 （カトーレック）

鈴木慎也 (松山大) 米持雄貴米持雄貴米持雄貴米持雄貴 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大） 鍋島達也 （松山大）
江口恵哉 (松山大) 鈴木慎也 （松山大） 白石昂大白石昂大白石昂大白石昂大 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）

真田康心真田康心真田康心真田康心 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
渡部翔大渡部翔大渡部翔大渡部翔大 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
村上　諒 （新居浜高専）

佐々木　悠 （新居浜高専）

西野勝志 (新田高） 西野勝志西野勝志西野勝志西野勝志 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 津秋智哉 （新田高）
中川正麻 (新田高） 田中大祐 （新田高） 中川正麻 （新田高）
原　智也 （今治工業高） 甲斐　一 （新田高） 楠　聖矢 （新田高）
長谷部伸洋 （新居浜東高） 山本拓磨山本拓磨山本拓磨山本拓磨 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 永井　光 （新田高）
中川正麻 (新田高） 津秋智哉 （新田高） 竹中裕哉竹中裕哉竹中裕哉竹中裕哉 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
津秋智哉 (新田高） 中川正麻 （新田高） 原田峻佑原田峻佑原田峻佑原田峻佑 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
東　亮太 (新田高） 曽我部祥多 （新田高） 山内崇矢 （松山南高）
原田峻佑 (新田高） 東　亮太東　亮太東　亮太東　亮太 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 渡部昌太 （松山南高）
西野勝志 (新田高） 津秋智哉 （新田高） 西野勝志西野勝志西野勝志西野勝志 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
中川正麻 (新田高） 中川正麻 （新田高） 原田峻佑原田峻佑原田峻佑原田峻佑 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
長谷部伸洋 （新居浜東高） 山本拓磨山本拓磨山本拓磨山本拓磨 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 長谷部伸洋 （新居浜東高）

田中大祐 (新田高） 竹中裕哉竹中裕哉竹中裕哉竹中裕哉 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 岩間隆希 （新居浜東高）

ジュニア予選 渡部昌太 （松山南高） 津秋智哉 （新田高） 原田峻佑原田峻佑原田峻佑原田峻佑 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
（ジュニアの部） 中川正麻 （新田高） 東　亮太東　亮太東　亮太東　亮太 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）

西野勝志 （新田高）
中川正麻 （新田高）
長谷部伸洋 （新居浜東高）

田中大祐 （新田高）
楠　航介 （勝山中） 黒川秀平 （川内中） 八坂教生八坂教生八坂教生八坂教生 （久谷中）（久谷中）（久谷中）（久谷中）
平塚聖玲夏 （愛大付属中） 甲斐聡一郎甲斐聡一郎甲斐聡一郎甲斐聡一郎 （川内中）（川内中）（川内中）（川内中） 大森圭二 （久谷中）
楠　航介 （勝山中） 永井　蛍 （津田中） 八坂教生八坂教生八坂教生八坂教生 （久谷中）（久谷中）（久谷中）（久谷中）
甲斐聡一郎 （川内中） 楠　航介 （勝山中） 田中優志 （鴨川中）

ジュニア予選 楠　航介 （勝山中）
（ジュニアの部）
ジュニア予選 鎌田雄太 （津田中）
（ジュニア新人の部） 甲斐聡一郎 （川内中）

鎌田雄太 （津田中） 甲斐聡一郎甲斐聡一郎甲斐聡一郎甲斐聡一郎 （川内中）（川内中）（川内中）（川内中） 黒川大亮 （川内中）
甲斐聡一郎 （川内中） 鎌田雄太 （津田中） 川上颯太 （宇和中）
川上　力 （土居中）
平塚聖玲夏 （愛大付属中）

石丸優人 （東雲ＢＳＳ） 八坂光起 （北条ジュニア） 平井晴翔 （中萩ＪＢＣ）
三好陽太 （神郷ＪＢＣ） 石丸優人 （東雲ＢＳＳ） 藤田耀将 （中萩ＪＢＣ）

ABC予選（Aの部） 石丸優人 （東雲ＢＳＳ）
ジュニア予選
（ジュニア新人の部）

加藤耕平 （新居浜東高教） 濱岡恒敏 （東温高教） 林　大樹 （松山北高教）

秋山啓太 （今治南高教） 加藤耕平 （新居浜東高教） 村上曜介 （松山東高教）

濵中裕太 （ＲＳハマナカ） 佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ） 赤﨑翔太 （今治造船㈱）

高須賀大輔 （YONDEN四国） 権田光輔 （イチミヤ） 新居良紀 （今治造船㈱）

複

社会人

四国総合

選手権

単男　子

国体

県総体

高専生

一般

３０歳代

四国大会

選手権

四国大会

大学生

四国総合

国体

全中予選

中学生

県総体

選手権

高校生

県新人戦

選手権

個人戦

教職員

実業団

選手権

小学生

教職員大会
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佐伯綾子 （イチミヤ） 佐藤絵里佐藤絵里佐藤絵里佐藤絵里 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 尾田理恵 （尾田水道）
森　真樹 (TEAM　BLOWIN） 佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ） 中田あずさ （松山ﾚﾃﾞｨｰｽ）

高岡希奈 (Team Lupin） 元山香織 （ＭＩＵＲＡ）
石村まどか石村まどか石村まどか石村まどか （たまてん）（たまてん）（たまてん）（たまてん） 田中美喜 （ダブルアップ）

森賀佳奈 (スマッシュ) 久枝りな久枝りな久枝りな久枝りな (松山大)(松山大)(松山大)(松山大) 粟井美鈴 (松山大)
苅屋瑠里 (松山大) 伊野紫菜伊野紫菜伊野紫菜伊野紫菜 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大) 倉本梨香倉本梨香倉本梨香倉本梨香 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大)
久枝りな (松山大) 佐藤絵里佐藤絵里佐藤絵里佐藤絵里 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 原　沙稀乃 (松山大)
倉本梨香 (松山大) 森賀佳奈森賀佳奈森賀佳奈森賀佳奈 (スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ)(スマッシュ) 菅野菜々菅野菜々菅野菜々菅野菜々 (松山大)(松山大)(松山大)(松山大)
森賀佳奈 (川東中教員) 佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ） 倉本梨香 (松山大)
原　沙稀乃 (松山大) 森賀佳奈森賀佳奈森賀佳奈森賀佳奈 （川東中教員）（川東中教員）（川東中教員）（川東中教員） 粟井美鈴 (松山大)
白土　心 (愛媛大) 石村まどか石村まどか石村まどか石村まどか （たまてん）（たまてん）（たまてん）（たまてん） 柳原幸子 （Teamルパン）

倉本梨香 (松山大) 元山香織 （たまてん） 砂野未希 （B.C.Fight）
井上春奈 （羽）
関谷真由 （県国体競技力向上対策本部）

原　沙稀乃 (松山大)
森賀佳奈 (川東中教員)

尾田理恵 (尾田水道) 尾田理恵 (尾田水道) 松原悠里子 （松山ﾚﾃﾞｨｰｽ)

佐伯綾子 （イチミヤ） 中田あずさ (松山ﾚﾃﾞｨｰｽ) 佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子佐伯綾子 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）
尾田理恵 (尾田水道) 尾田理恵 （尾田水道） 長原芽美 (TEAM　BLOWIN）

中田あずさ (松山ﾚﾃﾞｨｰｽ) 日下光子 (今治クラブ）

菅野菜々 (松山大) 久枝りな久枝りな久枝りな久枝りな （松山大）（松山大）（松山大）（松山大） 苅屋瑠里 （松山大）
久枝りな (松山大) 倉本梨香倉本梨香倉本梨香倉本梨香 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大） 伊野紫菜伊野紫菜伊野紫菜伊野紫菜 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
伊野紫菜 (松山大) 菅野菜々菅野菜々菅野菜々菅野菜々 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
粟井美鈴 (松山大) 丸尾朋恵 （松山大）
青野　雛 （新居浜高専） 青野　雛 （新居浜高専） 黒田菜々子 （弓削商船）
山台詩織 （新居浜高専） 山台詩織 （新居浜高専） 清水悠里 （弓削商船）
黒田菜々子 （弓削商船）

伊野紫惟 （新田高） 蓮沼紗季 （新田高） 伊野紫惟 （新田高）
有安沙生 （新田高） 原田のどか （新田高） 奥野里乃 （新田高）
蓮沼紗季 （新田高） 鈴木くらら （新田高） 松田瑛里菜 （新居浜東高）

曽我部美桜 （新田高） 横山　澪 （新田高） 清家菜々子 （新居浜東高）

横山　澪 （新田高） 蓮沼紗季 （新田高） 有安沙生 （新田高）
有安沙生 （新田高） 原田のどか （新田高） 五味祥子 （新田高）
鈴木くらら （新田高） 池内沙織 （松山商業高） 鈴木くらら （新田高）
蓮沼紗季 （新田高） 川下菜々美 （松山商業高） 横山　澪 （新田高）
有安沙生 （新田高） 蓮沼紗季 （新田高） 有安沙生 （新田高）
横山　澪 （新田高） 原田のどか （新田高） 五味祥子 （新田高）
蓮沼紗季 （新田高） 東野理奈 （西条農業高） 鈴木くらら （新田高）
原田のどか （新田高） 加藤沙彩 （西条農業高） 横山　澪 （新田高）

ジュニア予選 横山　澪 （新田高） 蓮沼紗季 （新田高） 鈴木くらら （新田高）
（ジュニアの部） 有安沙生 （新田高） 原田のどか （新田高） 横山　澪 （新田高）

伊野紫惟 （新田高）
有安沙生 （新田高）
蓮沼紗季 （新田高）
横山　澪 （新田高）
十亀加奈江 （大生院中） 西岡奈都 （中萩中） 長壁杏実 （宇和中）
近藤七帆 (川東中） 野口結衣 （中萩中） 二宮南菜花二宮南菜花二宮南菜花二宮南菜花 （宇和中）（宇和中）（宇和中）（宇和中）
十亀加奈江 （大生院中） 十亀加奈江 （大生院中） 二宮南菜花二宮南菜花二宮南菜花二宮南菜花 （宇和中）（宇和中）（宇和中）（宇和中）
野口結衣 （中萩中） 清家萌々香 （西条北中） 若松　鮎 （野村中）

国体
ジュニア予選
（ジュニアの部）
ジュニア予選 十亀加奈江 （大生院中）
（ジュニア新人の部） 西岡奈都 （中萩中）

十亀加奈江 （大生院中） 十亀加奈江 （大生院中） 黒川碧夕 （川内中）
清家萌々香 （西条北中） 清家萌々香 （西条北中） 渡部美佳 （愛大附属中）

野口結衣 （中萩中）
黒川碧夕 （川内中）
大森星空 （西条ＪＢＣ） 山内若奈 （坂本ＪＢＣ） 黒川まこ （東雲ＢＳＳ）

木村寧々 （ｼﾞｭﾆｱｽｸｰﾙ松山） 光田萌恵 （坂本ＪＢＣ） 山口愛佳 （久谷ＢＳＳ）
ABC予選（Aの部） 大森星空 （西条ＪＢＣ）
ジュニア予選
（ジュニア新人の部）

永芳友梨 （大護幼稚園教） 山地未菜 （重信中教）
永芳友梨 （大護幼稚園教）

石村まどか (ｱｰｶﾞｽ．B.M.C)

砂野未希 (ｱｰｶﾞｽ．B.M.C)

尾田理恵 （松山ﾚﾃﾞｨｰｽ） 菅野早苗 （松山市民ｸﾗﾌﾞ）

立田あずさ （松山ﾚﾃﾞｨｰｽ） 日野千秋 （双葉）

小学生

個人戦

県大会

教職員

実業団

レディース

女　子

教職員大会

高校生

全中予選

中学生

県総体

選手権

県総体

選手権

国体

四国大会

選手権

四国総合

選手権

四国総合

県新人戦

単 複

社会人

高専生

一般

国体

選手権
３０歳代

四国大会大学生



一般 大学生 高専生 高校生 中学生 小学生 レディース 教職員 実業団

1 総合社会人選手権大会 １部 ベスト４
2 １部 ベスト４
3 ３０歳以上の部 ベスト２
4 一般の部・１部 ベスト４
5 一般の部・３０歳以上 ベスト２
6 高校生の部 ベスト４
7 中学生の部 ベスト２
8 小学生の部 ベスト２
9 ジュニアの部 ベスト２

10 ジュニア新人の部 ベスト２
11 ダブルス ベスト２
12 シングルス ベスト４
13 全国ＡＢＣ大会県予選会 Ａグループ 優勝
14 国体又は国体四国ブロック予選会 ベスト４
15 四国大学総体 個人戦 ベスト４
16 四国高専大会 個人戦 ベスト４
17 県高校総体 個人戦 ベスト４
18 県高校新人大会 個人戦 ベスト４
19 県中学総体 個人戦 ベスト２
20 レディース大会 個人戦 ベスト２
21 教職員大会 個人戦 ベスト２
22 県実業団大会 個人戦 ベスト２

4 4 5 6 6 4 5 5 5

四国総合県予選会

県選手権大会

全日本ジュニア県予選会

全中県予選会


