
グランドチャンピオンシップ２０１６加資格者 29.2.26最終

濱中裕太 （ラケットショップハマナカ） 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） 権田光輔権田光輔権田光輔権田光輔 （イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）（イチミヤ）
大西航太郎 （伊予銀行） 真鍋聡志 （イチミヤ） 大西航太郎 （伊予銀行）
真田康心 （ワケスポーツ） 渡部大吾 （ワケスポーツ） 村上泰次郎 （スマッシュ）
村上真次郎 （スマッシュ） 真田康心真田康心真田康心真田康心 （ワケスポーツ）（ワケスポーツ）（ワケスポーツ）（ワケスポーツ） 加藤正悟 （みかん）
中川正麻 （新田高） 津秋智哉 （新田高） 渡部翔大 （松山大）
濱中裕太 （ラケットショップハマナカ） 中川正麻 （新田高） 白石昂大 （松山大）
渡部翔大 （松山大） 真田康心真田康心真田康心真田康心 （ワケスポーツ）（ワケスポーツ）（ワケスポーツ）（ワケスポーツ） 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 （伊予銀行） 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） 真鍋聡志 （イチミヤ）
濱中裕太 （ラケットショップハマナカ） 渡部克栄 (愛媛ﾄﾖﾀ自動車) 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)
新居克哉 （みかん） 新居克哉 （みかん） 真鍋聡志 (イチミヤ)
小村肇 (愛媛大) 田坂厚司 (スマッシュ) 権田光輔権田光輔権田光輔権田光輔 (イチミヤ)(イチミヤ)(イチミヤ)(イチミヤ)
真鍋聡志 （イチミヤ） 加藤正悟 （みかん） 平塚祐也 （みかん）
吾野文人 （関西学院大）

西野勝志 （筑波大）
濱中裕太 （ラケットショップハマナカ）

渡部克栄 （愛媛トヨタ自動車）

増元大輔 （㈱石材振興会） 玉井倫広 （松山市役所） 増元大輔 （㈱石材振興会）

檜垣潤 （スマッシュ） 茅原史斗 （ウィンテック） 中山賢太 （Ｔｅａｍルパン）

田坂厚司 （スマッシュ） 伊藤平 （たまてん） 玉井倫広 （松山市役所）

塩出浩之 (ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ新居浜) 田辺栄司 （たまてん） 茅原史斗 （ウィンテック）

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） 甲斐一 （松山大）
長谷部伸洋 （松山大） 鈴木慎也 （松山大） 長谷部伸洋 （松山大）

竹永周平 （松山大）
江口恵哉 （松山大）
村上諒 （新居浜高専）

佐々木悠 （新居浜高専）

中川正麻 （新田高） 津秋智哉 （新田高） 竹中祐哉 （新田高）
原田峻佑 （新田高） 中川正麻 （新田高） 曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
東亮太 （新田高） 東亮太 （新田高） 原田峻佑 （新田高）
津秋智哉 （新田高） 八坂教生八坂教生八坂教生八坂教生 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 楠航介 （新田高）
曽我部祥多 （新田高） 原田峻佑 （新田高） 曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
原田峻佑 （新田高） 楠航介 （新田高） 八坂教生八坂教生八坂教生八坂教生 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
永井蛍 （新田高） 石橋宏海石橋宏海石橋宏海石橋宏海 （新田高） 田中優志 （新田高）
東亮太 （新田高） 小藪翔真 （新田高） 村上知誠 （新田高）
原田峻佑 （新田高） 原田峻佑 （新田高） 曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多曽我部祥多 （新田高）
曽我部祥多 （新田高） 楠航介 （新田高） 石橋宏海石橋宏海石橋宏海石橋宏海 （新田高）
八坂教生 （新田高） 宇佐美武 （西条農業高） 田中優志 （新田高）
加地智騎 （新居浜東） 越智稀惟 （西条農業高） 村上知誠 （新田高）

ジュニア予選 原田峻佑 （新田高） 原田峻佑 （新田高）
（ジュニアの部） 東亮太 （新田高） 楠航介 （新田高）

中川正麻 （新田高）
原田峻佑 （新田高）
楠航介 （新田高）
東亮太 （新田高）
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） 佐伯聖也 （西条北中）
川上力 （土居中） 黒川大亮黒川大亮黒川大亮黒川大亮 （川内中）（川内中）（川内中）（川内中） 三谷優人 （西条北中）
平塚聖玲夏 （愛大附属中） 増本康祐 （久米中） 黒川大亮黒川大亮黒川大亮黒川大亮 （川内中）（川内中）（川内中）（川内中）
増本康祐 （久米中） 川上力 （土居中） 川上颯太 （宇和中）

国体
ジュニア予選 鎌田雄太 （津田中）
（ジュニアの部） 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）
ジュニア予選 川上力 （土居中）
（ジュニア新人の部） 増本康祐 （久米中）

増本康祐 （久米中） 増本康祐 （久米中） 黒川大亮黒川大亮黒川大亮黒川大亮 （川内中）（川内中）（川内中）（川内中）
川上力 （土居中） 川上力 （土居中） 川上颯太 （宇和中）
川上颯太 （宇和中）
平塚聖玲夏 （愛大附属中）

石丸優人 （東雲ＢＳＳ） 石丸優人 （東雲ＢＳＳ） 増田拓真 （西条ＪＢＣ）
弓岡煌叶 （坂本ＪＢＣ） 石丸大智 （東雲ＢＳＳ） 山本勇誠 （宇和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） 宇都宮正多 （新居浜商業高教） 濱岡恒敏 （東温高教）
秋山啓太 （今治南高教） 沖田隼也 （松山東高教） 加藤耕平 (新居浜東高教)

柳瀬佑樹 （アーガス） 佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫佐藤寛倫 （イチミヤ） 赤崎翔太 （今治造船㈱）

権田光輔 （イチミヤ） 権田光輔権田光輔権田光輔権田光輔 （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） 石村まどか （アーガス） 尾田理恵 （尾田水道）
尾田理恵 （尾田水道） 元山香織 （ＭＩＵＲＡ） 佐藤絵理佐藤絵理佐藤絵理佐藤絵理 （スマッシュ）（スマッシュ）（スマッシュ）（スマッシュ）

佐藤絵理 （スマッシュ） 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） 倉本実歩倉本実歩倉本実歩倉本実歩 （愛媛銀行）（愛媛銀行）（愛媛銀行）（愛媛銀行）
東野理奈 （イチミヤ） 東野理奈 （イチミヤ） 野崎菜奈美 （スマッシュ）
有安沙生 （新田高） 原紗稀乃 （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）
菅野菜々 （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） 粟井美鈴粟井美鈴粟井美鈴粟井美鈴 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
倉本梨香 （松山大） 佐藤絵理佐藤絵理佐藤絵理佐藤絵理 （スマッシュ）（スマッシュ）（スマッシュ）（スマッシュ） 苅屋瑠里 （松山大）
横山澪 （新田高） 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） 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）
菅野菜々 （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） 原沙稀乃 (松山大)
原沙稀乃 （松山大） 金浦紗樹 (アーガス) 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） 石村まどか (アーガス) 倉本実歩倉本実歩倉本実歩倉本実歩 （愛媛銀行）（愛媛銀行）（愛媛銀行）（愛媛銀行）
金浦紗樹 (アーガス) 元山香織 （MIURA) 久枝りな (松山大)
森賀佳奈 （川東中教員）

山中芹里 （筑波大）
伊野紫菜 （松山大）
菅野菜々 （松山大）
佐藤絵理 （スマッシュ） 辰野真弓 （石井体協）

中田美紗子 （Ｔｅａｍルパン）

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）
大條亜津紗 (スマッシュ)

菅野菜々 （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） 粟井美鈴粟井美鈴粟井美鈴粟井美鈴 （松山大）（松山大）（松山大）（松山大）
伊野紫菜 （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） 松島みなみ （松山大）
苅屋瑠里 （松山大）
伊野柴惟 （松山大）
青野雛 （新居浜高専） 山台詩織 （新居浜高専） 黒田菜々子 （弓削商船）
渡部みやび （新居浜高専） 青野雛 （新居浜高専） 清水悠里 （弓削商船）
山台詩織 （新居浜高専）

有安沙生 （新田高） 蓮沼紗季 （新田高） 五味祥子五味祥子五味祥子五味祥子 （新田高）
横山澪 （新田高） 原田のどか原田のどか原田のどか原田のどか （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 鈴木くらら （新田高）
蓮沼紗季 （新田高） 篠原妃佳梨 （新居浜東高） 有安沙生 （新田高）
近藤七帆 （新居浜東高） 松木璃湖松木璃湖松木璃湖松木璃湖 （新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高） 横山澪横山澪横山澪横山澪 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
横山澪 （新田高） 横山澪横山澪横山澪横山澪 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 清家菜々子 （新居浜東高）

原田のどか （新田高） 原田のどか原田のどか原田のどか原田のどか （新田高）（新田高）（新田高）（新田高） 松木璃湖松木璃湖松木璃湖松木璃湖 （新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高）

宮本有紗 （新田高） 秋月清か （新居浜東高） 中野美佑 （新田高）
近藤七帆 （新居浜東高） 近藤七帆 （新居浜東高） 宮本有紗宮本有紗宮本有紗宮本有紗 （新田高）
近藤七帆 （新居浜東高） 蓮沼紗季 （新田高） 五味祥子五味祥子五味祥子五味祥子 （新田高）
宮本有紗 （新田高） 原田のどか （新田高） 宮本有紗宮本有紗宮本有紗宮本有紗 （新田高）
蓮沼紗季 （新田高） 秋月清か （新居浜東高） 清家菜々子 （新居浜東高）

原田のどか （新田高） 近藤七帆 （新居浜東高） 松木璃湖松木璃湖松木璃湖松木璃湖 （新居浜東高）

ジュニア予選 横山澪 （新田高） 清家菜々子 （新居浜東高） 原田のどか原田のどか原田のどか原田のどか （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）
（ジュニアの部） 原田のどか （新田高） 松木璃湖松木璃湖松木璃湖松木璃湖 （新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高）（新居浜東高） 横山澪横山澪横山澪横山澪 （新田高）（新田高）（新田高）（新田高）

横山澪 （新田高）
有安沙生 （新田高）
蓮沼紗季 （新田高）
近藤七帆 （新居浜東高）

十亀加奈江 （大生院） 鈴木ことみ （川東中） 大野美海大野美海大野美海大野美海 （久谷中）
黒川碧夕 （川内中） 星加実玖 （川東中） 山内若奈 （久谷中）
西岡奈都 （中萩中） 西岡奈都 （中萩中） 鈴木ことみ （川東中）
野口結衣 （中萩中） 野口結衣 （中萩中） 星加美玖 （川東中）

国体
ジュニア予選
（ジュニアの部）
ジュニア予選 石川真愛 （大生院中）
（ジュニア新人の部） 尾藤希 （今治西中）

大森星空 （西条北中） 石川真愛 （大生院中） 大野美海大野美海大野美海大野美海 （久谷中）
櫻田さくら （道後中） 真木ほのか （丹原東中） 櫻田さくら （道後中）
伊藤すず （西条西中）
尾藤希 （今治西中）
伊藤るな (TeamUnion） 伊藤るな （TeamUnion） 宇都宮小桜 （宇和JBC)
宇都宮小桜 (宇和JBC) 田中なな （大生院JBC) 井上幸音 （宇和JBC)

ABC予選（Aの部） 伊藤るな （TeamUnion）

ジュニア予選
（ジュニア新人の部）

久保里歩 （新居浜特別支援学校教） 村上美春 （上浮穴高教） 井手ひとみ （北条高教）
井手ひとみ （北条高教） 久保里歩 （新居浜特別支援学校教） 小池千尋 （北条高教）

辰野真弓 （チームレオ） 大野仁美 （ＧＲＡＰＥ）
中田美紗子 （Ｂ．Ｃ．Ｆｉｇｈｔ） 中久保智子 （ＧＲＡＰＥ）

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


