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所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 城東小学校 香川 阿部　煌大 [1]  

   阿部　煌大

2 郡中小学校 愛媛 久保　将啓 6-0 6-0  

    阿部　煌大

3 新番丁小学校 香川 岡　紘輝  6-0 6-1

   岡　紘輝  

4 八万小学校 徳島 杉本　早駿 4-6 6-4 [10-5]  

    阿部　煌大

5 北伊予小学校 愛媛 廣瀬　景人 [4]  6-3 6-1

   廣瀬　景人  

6 木太北部小学校 香川 向井　滉佑 ６-３6-2  

    廣瀬　景人

7 生光小学校 徳島 片岡　颯一  6-1 6-1

   片岡　颯一  

8 横内小学校 高知 西川　大哉 ６-２6-0  

    阿部　煌大

9 枝川小学校 高知 長尾　朋哉  6-3 6-1

   平田　大翔  

10 北伊予小学校 愛媛 平田　大翔 ６-２6-0  

    平田　大翔

11 文理小学校 徳島 湊　滉  7-5 6-2

   ラガクミゲル  

12 古高松小学校 香川 ラガクミゲル [3] ６-１6-0  

    岩城　遼

13 高津小学校 愛媛 工藤　遥真  6-1 6-3

   工藤　遥真  

14 神田小学校 高知 森岡　遼丞 7-5 6（８）-7 [10-4]  

    岩城　遼

15 多肥小学校 香川 山本　一輝  6-0 6-0

   岩城　遼  

16 沖洲小学校 徳島 岩城　遼 [2] 6-3 6-2

    

補欠 名前 県 所属 順位 3-4 廣瀬　景人  

1 廣田　悠 徳島 国府小学校  廣瀬　景人

2 池内　碧斗 香川 国分寺南部小学校 平田　大翔 6-4 7-5

3 田中　穂純 愛媛 新玉小学校  

4 三舩　慎文 高知 第六小学校
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1 川之江小学校 愛媛 篠原　絢 [1]  

   篠原　絢

2 富岡小学校 徳島 宮本　悠花 6-0 6-0  

    篠原　絢

3 城南小学校 香川 森　心結  6-0 6-0

   森　心結  

4 一ツ橋小学校 高知 須藤　柚月 6-0 6-0  

    篠原　絢

5 北島南小学校 徳島 辻　和杏 [4]  6-1 6-1

   辻　和杏  

6 和気小学校 愛媛 仙波　茉千歩 6-0 6-1  

    辻　和杏

7 西条小学校 愛媛 越智　一乃  6-2 6-2

   越智　一乃  

8 垂水小学校 香川 片山　愛 6-2 6-1  

    篠原　絢

9 野市東小学校 高知 澤田　初花  6-1 6-0

   篠崎　星那  

10 伊予小学校 愛媛 篠崎　星那 6-0 6-1  

    小若　実夢

11 文理小学校 徳島 佐光　美俐  6-3 6-2

   小若　実夢  

12 栗林小学校 香川 小若　実夢 [3] 6-1 6-0  

    山中　星來

13 鳴教大附属小学校 徳島 細川　紗椰  6-3 6-3

    細川　紗椰  

14 一ツ橋小学校 高知 川添　芽生 6-0 6-1  

    山中　星來

15 栗林小学校 香川 天童　光里  6-0 6-1

   山中　星來  

16 小野小学校 愛媛 山中　星來 [2] ６-４１-６ [15-13]

    

補欠 名前 県 所属 順位 3-4 辻　和杏  

1 重松　柚葵 香川 円座小学校  小若　実夢

2 山岡　優恵 愛媛 道後小学校 小若　実夢  4-6 6-0 3-6

3 澤田　心花 高知 野市東小学校  

4 矢野　愛翔 徳島 鳴教大附属小学校
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