
3年男子シングルス（1位トーナメント）
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(松江二中) 植木　寛大

石川　慎之佑 (湖南中)

28 周藤稜希 (平田中) 三上　朔

27 鈴木　梅太郎

(斐川西中)

(湖東中) 永岡涼太 (東出雲中)

(松江三中) 佐藤　太一 (松江一中)26 勝部　秀紀 (安来三中)

25 木下　倖輝 (浜山中) 槙原成琉 (島根中)

山﨑大馳

藤木颯翔 (東出雲中)

大野　陸叶

三河優仁 (松江三中) 祝部　和己 (出雲二中)

(松江一中)

23 池淵　大 (八束学園)

飯塚　春希 (斐川東中)24 木村　　陸 (松江四中)

22 石川泰樹 (玉湯学園) 竹下　修汰

吉野　豪

(松江一中) 谷本　悠太

21 北脇　晴 (斐川東中) 横木　拓磨 (出雲二中) (湖東中)

(松江四中)

山本侑平 (松江二中)20 岩成結平 (湖北中) 瀨崎　那琉 (出雲一中)

福間　壮太 (湖南中)(斐川西中) 福田陽介 (東出雲中)

(八束学園)加藤　真幸 (松江一中) 安部　駿輔18 小田智大 (宍道中)

17 井上拓哉 (松江三中) 芝尾　拓真 (湖南中) 伊藤　京哉 (浜山中)

19 伊藤　大輔

15 熱田　航 (松江一中) 市川　由輝 (湖東中)

16 浜中勇大 (松江二中) 秦　未琴 (八雲中) 長野　陽 (安来三中)

秦　　悠太 (松江四中)

(斐川西中) 長廻璃駆 (東出雲中)

竹谷　友太朗 (松江一中)

14 藤江　翔太 (浜山中) 渡部　陽

福山　朔太郎 (安来三中)13 柳樂　祐貴 (吉田中) 小倉　鷲真 (松江四中)

12 原　雅治 (平田中) 椿　　惇史

福間巧人門脇　彪 (八束学園)11 小川直流 (松江三中) (松江二中)

(湖東中)

佐々木　煌希

目次　一輝 (湖東中)(斐川東中)

(湖南中) 山本将大 (玉湯学園)10 清水　勇希 (松江一中)

9 余村幹太 (島根中) 高橋　晃暉

8 岡田浩基 (東出雲中)

末廣　拓海 (湖南中)

(出雲二中)(松江二中) 藤江　昊輝

 

(

湖
北
中

)

渡部　耀太

7 日下　貴裕 (出雲一中)

安部　湊

小松原　日葵 (八雲中)

6 足立泰規 (平田中) 石橋　聖也 (松江一中) (八束学園)

(東出雲中)5 野津一翔 (松江二中) 椋木　環有 (松江一中) 得能陸斗

大西　陽介4 高見　聡太

3 神庭　陸斗 小松原　晴輝 (斐川西中)

(出雲二中)

林　　和希 (浜山中)(湖南中)

(安来三中) 福島　柊也 (湖東中)

1 伊藤拓海 (湖北中) 尾添優希 (平田中)

2 田中　雄貴 (松江四中) 野々村悠真 (松江三中) 昌子　哲平 (斐川東中)

池田　翔哉 (松江一中) 笠谷海斗 （宍道中）
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勝部　開

坂根悠太 (玉湯学園)

(松江一中)

遠所　漱汰 (松江四中) 55

庄司　圭佑 (出雲二中) (安来三中) 56田邊　優太

大坂拓史 (松江三中)

(宍道中) 54石倉　勇里 (斐川東中) 恩村　倖世 (湖南中) 錦織智希

板倉　新太

(松江一中) 福原　圭吾

(松江三中) 半田　渉 (吉田中)

(浜山中) 51長廻和希 (平田中) 塩月　星七 (斐川西中)

福田光基 (松江二中) 53松本　響

(湖南中) 52須田隼士 (東出雲中) 柴﨑　琉輝

西尾拓郎

後野　柊太 (八束学園)

松浦翔

50

(湖北中) 高橋来門 (松江二中) 米山　七智 (出雲一中) 48

49梅田　空夢 (斐川西中)

佐々木　輝星(津宮クラブ) 青山　慶太 (湖東中)

(平田中) 安食　璃音 (浜山中)

47

田原　広涼 (出雲二中) 小谷伊吹

佐伯　鷲 (東出雲中) 原田桂吾 (松江三中)上田　 駿 (湖南中)

中西庵二 (東出雲中) 45谷山　大介 (松江四中) 池田　興生 (松江一中)

(八束学園)

(島根中) 増田　華空斗 (松江一中)

大瀧哩玖 (松江二中) 菅井　優希 (湖南中) 柏木　夢音 44

46

吉岡　佑紀 (斐川東中)

秋元　一輝 (八雲中)三浦颯真 42(松江三中) 兒玉　竜太郎

43梅田　正人 (安来三中) 渡邉　弦慈 (湖東中)

宮廻亮輔 (東出雲中) 福井拓己 (松江二中)

(松江一中)

天喰　翔太 (出雲二中)

(斐川西中)

田部　涼介 (湖南中) 40

(松江一中) 39

(湖東中) 網干　和樹

41

宇山　幸汰

中谷　翔太 (浜山中)(八束学園)

(出雲二中) 35

山根勇輝 (玉湯学園)

佐々木　蓮斗 (ＯＴＳジュニア)

松浦杜和

37藤田雅毅 (松江二中) 佃　真孝 (島根中) 伊原　晴斗

(斐川東中) 36(平田中)

(湖南中)
伊
藤
拓
海

(東出雲中)橋口晴斗

片伊勢　優音

38領家　　望 (松江四中) 福島　悠人 (安来三中)

古浦　和樹

足立　悠真

松尾　朋樹 (湖南中) 佐藤　怜児

34野﨑　佑真 (出雲一中) 錦織　杏介 (斐川東中) 三原　海理 (湖東中)

(平田中) 岩本　侑大田中　　聡 (松江四中) 河原大耀 (安来三中) 32

33福間　蒼太 (浜山中) 青戸　真大 (松江一中) 柳原椎実 (東出雲中)

(松江二中) 売豆紀佑心

多久和奏斗

(松江一中)

31服部　新太 (松江一中) 片寄太生希

(東出雲中)

三上　遼希 (斐川西中) 佐藤　大河 (湖東中) 小林　朔也

29松本　翔亜 (八束学園)八幡光紀 (湖北中)

30

(松江三中)



3年男子シングルス（２位トーナメント）
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(松江四中) 野々村悠真

池田　翔哉 (松江一中) 笠谷海斗 （宍道中）

(松江三中) 昌子　哲平 (斐川東中)

3 神庭　陸斗 (湖南中) 林　　和希 (浜山中)

福島　柊也 (湖東中)

1 伊藤拓海 (湖北中) 尾添優希 (平田中)

4 高見　聡太 (出雲二中) 大西　陽介 (安来三中)

2 田中　雄貴

得能陸斗

小松原　晴輝 (斐川西中)

5 野津一翔 (松江二中) 椋木　環有 (松江一中)

(八束学園)

(東出雲中)

6 足立泰規 (平田中) 石橋　聖也 (松江一中) 渡部　耀太

(湖南中)小松原　日葵 (八雲中)

(出雲二中)(松江二中) 藤江　昊輝8 岡田浩基 (東出雲中) 安部　湊

末廣　拓海7 日下　貴裕 (出雲一中)

(湖東中)9 余村幹太 (島根中) 高橋　晃暉 (斐川東中)

10 清水　勇希 (松江一中) 佐々木　煌希

門脇　彪 (八束学園)11 小川直流 (松江三中)

13 柳樂　祐貴 (吉田中)

12 原　雅治 (平田中) 椿　　惇史

福間巧人 (松江二中)

(湖東中) 竹谷　友太朗 (松江一中)

小倉　鷲真 (松江四中) 福山　朔太郎 (安来三中)

(斐川西中) 長廻璃駆 (東出雲中)

 

(

松
江
三
中

)

目次　一輝

(湖南中) 山本将大 (玉湯学園)

渡部　陽14 藤江　翔太 (浜山中)

市川　由輝 (湖東中)

16 浜中勇大 (松江二中) 秦　未琴 (八雲中)

15 熱田　航 (松江一中) 秦　　悠太 (松江四中)

長野　陽 (安来三中)

17 井上拓哉 (松江三中) 芝尾　拓真 (湖南中) 伊藤　京哉 (浜山中)

(宍道中) 加藤　真幸 (松江一中)

(東出雲中)

(八束学園)安部　駿輔

福間　壮太 (湖南中)19 伊藤　大輔 (斐川西中) 福田陽介

20 岩成結平 (湖北中) 瀨崎　那琉 (出雲一中) 山本侑平 (松江二中)

18 小田智大

吉野　豪 (湖東中)21 北脇　晴 (斐川東中) 横木　拓磨 (出雲二中)

(松江一中) 谷本　悠太 (松江四中)22 石川泰樹 (玉湯学園) 竹下　修汰

大野　陸叶

三河優仁 (松江三中) 祝部　和己 (出雲二中)

(松江一中)24 木村　　陸 (松江四中) 飯塚　春希 (斐川東中)

23 池淵　大 (八束学園)

(東出雲中)

26 勝部　秀紀 (安来三中) 山﨑大馳

藤木颯翔25 木下　倖輝 (浜山中) 槙原成琉 (島根中)

周藤稜希 (平田中) 三上　朔

27 鈴木　梅太郎 (湖東中)

(斐川西中)28

(松江三中) 佐藤　太一 (松江一中)

永岡涼太 (東出雲中) 石川　慎之佑 (湖南中)

(松江二中) 植木　寛大
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31服部　新太 (松江一中) 片寄太生希

29

(斐川西中) 佐藤　大河 (湖東中) 小林　朔也 (松江一中) 30

八幡光紀 (湖北中) 多久和奏斗 (東出雲中) 松本　翔亜

三上　遼希

(八束学園)

(松江二中) 売豆紀佑心 (松江三中)

33福間　蒼太 (浜山中) 青戸　真大 (松江一中) 柳原椎実 (東出雲中)

(安来三中) 32

(湖東中)

(平田中) 岩本　侑大田中　　聡 (松江四中) 河原大耀

34野﨑　佑真 (出雲一中) 錦織　杏介 (斐川東中) 三原　海理

佐々木　蓮斗 (ＯＴＳジュニア)

(平田中)松浦杜和

松尾　朋樹 (湖南中) 佐藤　怜児 (出雲二中) 35

山根勇輝 (玉湯学園) 足立　悠真 (斐川東中) 36

(島根中) 伊原　晴斗 (湖南中) 37藤田雅毅 (松江二中)

(松江四中) 福島　悠人

佃　真孝

古浦　和樹 (松江一中) 39中谷　翔太 (浜山中)

(松江一中)(湖東中) 網干　和樹

片伊勢　優音

(斐川西中) 秋元　一輝 (八雲中)

宇山　幸汰

(東出雲中) (出雲二中) 福井拓己 (松江二中)

田部　涼介 (湖南中)

天喰　翔太 41宮廻亮輔

(松江三中) 兒玉　竜太郎三浦颯真

大
坂
拓
史

40

(八束学園)

(安来三中) 橋口晴斗 (東出雲中) 38領家　　望

42

(斐川東中)梅田　正人 渡邉　弦慈 (湖東中)(安来三中) 43吉岡　佑紀

(八束学園)

45谷山　大介 (松江四中) 池田　興生 (松江一中) 中西庵二 (東出雲中)

44

(島根中) 増田　華空斗 (松江一中)

大瀧哩玖 (松江二中) 菅井　優希 (湖南中) 柏木　夢音

田原　広涼 小谷伊吹

佐伯　鷲上田　 駿 (湖南中)

(出雲二中) 46

松浦翔

(東出雲中) 原田桂吾 (松江三中) 47

(八束学園) 50

(湖北中) 高橋来門 (松江二中) 米山　七智 (出雲一中) 48

西尾拓郎 (浜山中) 梅田　空夢 (斐川西中) 49

後野　柊太 (津宮クラブ)

安食　璃音

(湖東中) 佐々木　輝星

(平田中)

板倉　新太

青山　慶太

(浜山中) 51長廻和希 (平田中) 塩月　星七 (斐川西中)

半田　渉 (吉田中)

(湖南中) 52須田隼士 (東出雲中) 柴﨑　琉輝

福田光基 (松江二中) 53松本　響 (松江三中)

(松江一中) 福原　圭吾

54石倉　勇里 (斐川東中) 恩村　倖世 (湖南中) 錦織智希 (宍道中)

勝部　開 (安来三中) 56田邊　優太

遠所　漱汰 (松江四中) 55

庄司　圭佑 (出雲二中)(松江一中)

坂根悠太 (玉湯学園) 大坂拓史 (松江三中)



３年女子シングルス(1位トーナメント)

常松世名 野津　悠菜 門脇　悠来 松本　紗英

松江四中 湖南中 安来三中 松江一中

村上　暖乃 田中優有 井山琴乃 0

八雲中 松江二中 玉湯学園

高橋　美桜 藤原　嘉乃 武田　陽向 0

斐川西中 附属中 松江一中

持田　美唯菜 岡田　莉奈 中西優芽 0

出雲一中 安来一中 松江四中

周藤　夏菜 加藤　亜美 長谷川奈々 0

湖南中 松江一中 宍道中

鹿目茉愛 栗原　渚 石原　きらり

松江二中 宍道中 八雲中

錦織由佳 佐草音羽 寺本　春葉 0

湖東中 松江三中 松江一中

伊藤由珠 秦　瑛里花 石碕　桃子 1

玉湯学園 松江四中 湖南中

金折　真菜 門脇　花恋 柴田　花凛 0

斐川東中 八束学園 松江一中

山藤　蒼海 秦　心羽 野田　稀琳

出雲三中 松江二中 湖南中 0

漢東　奈和 新森　未悠 今岡　夏海 0

松江一中 出雲一中 斐川西中 0

小西　里美 西原　万結 糸川　倫 1

松江一中 附属中 宍道中 1

飯塚莉子 曽田絵梨佳 川上　茉穂

松江四中 玉湯学園 斐川西中

北尾　夏帆 山﨑佳菜 内藤　心美 1

安来三中 松江二中 出雲一中 0 1

松本　結愛 岸　　藍葉 熱田ひなた

安来一中 松江一中 松江四中

永間　友梨 髙尾　里実 門脇　由果

赤来中 湖南中 八束学園 0

持田　凜 吾郷　帆香 小松原　美結

宍道中 出雲三中 松江一中 0

須藤美鈴 松本　夏穂 花田咲季 0

松江三中 湖東中 松江二中 1

横田萌花 山﨑　雫 多久和　はなこ 0

津宮クラブ 湖南中 斐川東

松本友希 中田　歩 竹内　陽菜 1

松江二中 松江一中 斐川西中

福永　彩奈 庄司捺未 畑　聡美

附属中 宍道中 松江四中 0

福永　野乃 松浦　成美 玉木　晴香

八雲中 湖南中 出雲一中 0

村上　心菜 多々納ゆう 斉木　絆奈

八束学園 松江二中 松江一中

22

23

20

21

18

19

16

17

14
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12

13

7
（
津
宮
ク
ラ
ブ
）

8

9

10

11

5

6

3

4

1

2



1 徳山　蘭愛 松浦　菜々香 佐藤　こころ

松江一中 湖南中 出雲一中

0 岸本亜佑美 榊原江美 伊達　真柚子

湖東中 松江四中 松江一中

0 原　　若菜 橘　美紀 三島あい

斐川西中 八束学園 宍道中

1 今田　晴帆 毎熊仁心 犬山由珠

附属中 松江二中 玉湯学園

0 藤田千釉季 大中　俐菜 宮﨑彩奈

松江三中 松江一中 松江四中

0 長谷川彩乃 伊藤　愛紗 柿永百合香

0 宍道中 斐川西中 松江二中

大畑美侑 野津　はるか 高橋　凛冴

松江四中 松江一中 斐川東中

野田　あかね 吉田　優花 恩田　璃乃

0 安来一中 湖南中 八雲中

1 落合七都 池淵　ゆき 荒木　紗耶

0 玉湯学園 八束学園 松江一中

加納　梛 畑中捺菜 萩村　優里

平田中 松江二中 出雲一中

中野杏恋 犬山遥香 山野内　花歩

津宮クラブ 松江四中 湖南中

藤原春奈 松本　夢子 永海穂空

玉湯学園 斐川西中 松江二中

0 藤原　瑠南 喜多川　彩音 舟木　杏樹

八雲中 松江一中 湖南中

1 亀谷星里佳 渡部　結 土谷彩乃

0 宍道中 八束学園 松江四中

野村由月 目次真子 永田　美妃

1 松江二中 松江三中 安来三中

難波　ちひろ 水津　陽 目次　詩音

0 赤来中 松江一中 湖南中

0 神谷柚衣 永瀬　心優 石川　くるみ

0 松江四中 出雲一中 松江一中

0 大塚　めい 松田　心花 景山　つくし

0 出雲三中 八雲中 松江一中

金﨑　美桜 白根　優菜 永瀬雅姫

斐川西中 湖南中 宍道中

澤井　優奈 野村　颯花 藤田玲那

0 安来一中 松江一中 松江四中

錦織　まひろ 菅井優亜 別所　茉依

0 斐川東中 松江二中 出雲一中

松本すず 神部　あおい 田中　優衣 藤田　好遥

湖東中 附属中 松江一中 湖南中
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３年女子シングルス（2位トーナメント）

常松世名 野津　悠菜 門脇　悠来 松本　紗英

松江四中 湖南中 安来三中 松江一中

村上　暖乃 田中優有 井山琴乃

八雲中 松江二中 玉湯学園

高橋　美桜 藤原　嘉乃 武田　陽向

斐川西中 附属中 松江一中

持田　美唯菜 岡田　莉奈 中西優芽

出雲一中 安来一中 松江四中

周藤　夏菜 加藤　亜美 長谷川奈々

湖南中 松江一中 宍道中

鹿目茉愛 栗原　渚 石原　きらり

松江二中 宍道中 八雲中

錦織由佳 佐草音羽 寺本　春葉

湖東中 松江三中 松江一中

伊藤由珠 秦　瑛里花 石碕　桃子

玉湯学園 松江四中 湖南中

金折　真菜 門脇　花恋 柴田　花凛

斐川東中 八束学園 松江一中

山藤　蒼海 秦　心羽 野田　稀琳

出雲三中 松江二中 湖南中

漢東　奈和 新森　未悠 今岡　夏海

松江一中 出雲一中 斐川西中

小西　里美 西原　万結 糸川　倫

松江一中 附属中 宍道中

飯塚莉子 曽田絵梨佳 川上　茉穂

松江四中 玉湯学園 斐川西中

北尾　夏帆 山﨑佳菜 内藤　心美

安来三中 松江二中 出雲一中

松本　結愛 岸　　藍葉 熱田ひなた

安来一中 松江一中 松江四中

永間　友梨 髙尾　里実 門脇　由果

赤来中 湖南中 八束学園

持田　凜 吾郷　帆香 小松原　美結

宍道中 出雲三中 松江一中

須藤美鈴 松本　夏穂 花田咲季

松江三中 湖東中 松江二中

横田萌花 山﨑　雫 多久和　はなこ

津宮クラブ 湖南中 斐川東

松本友希 中田　歩 竹内　陽菜

松江二中 松江一中 斐川西中

福永　彩奈 庄司捺未 畑　聡美

附属中 宍道中 松江四中

福永　野乃 松浦　成美 玉木　晴香

八雲中 湖南中 出雲一中

村上　心菜 多々納ゆう 斉木　絆奈

八束学園 松江二中 松江一中
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徳山　蘭愛 松浦　菜々香 佐藤　こころ

松江一中 湖南中 出雲一中

岸本亜佑美 榊原江美 伊達　真柚子

湖東中 松江四中 松江一中

原　　若菜 橘　美紀 三島あい

斐川西中 八束学園 宍道中

今田　晴帆 毎熊仁心 犬山由珠

附属中 松江二中 玉湯学園

藤田千釉季 大中　俐菜 宮﨑彩奈

松江三中 松江一中 松江四中

長谷川彩乃 伊藤　愛紗 柿永百合香

宍道中 斐川西中 松江二中

大畑美侑 野津　はるか 高橋　凛冴

松江四中 松江一中 斐川東中

野田　あかね 吉田　優花 恩田　璃乃

安来一中 湖南中 八雲中

落合七都 池淵　ゆき 荒木　紗耶

玉湯学園 八束学園 松江一中

加納　梛 畑中捺菜 萩村　優里

平田中 松江二中 出雲一中

中野杏恋 犬山遥香 山野内　花歩

津宮クラブ 松江四中 湖南中

1 藤原春奈 松本　夢子 永海穂空

玉湯学園 斐川西中 松江二中

藤原　瑠南 喜多川　彩音 舟木　杏樹

八雲中 松江一中 湖南中

亀谷星里佳 渡部　結 土谷彩乃

宍道中 八束学園 松江四中

野村由月 目次真子 永田　美妃

松江二中 松江三中 安来三中

難波　ちひろ 水津　陽 目次　詩音

赤来中 松江一中 湖南中

神谷柚衣 永瀬　心優 石川　くるみ

松江四中 出雲一中 松江一中

大塚　めい 松田　心花 景山　つくし

出雲三中 八雲中 松江一中

金﨑　美桜 白根　優菜 永瀬雅姫

斐川西中 湖南中 宍道中

澤井　優奈 野村　颯花 藤田玲那

安来一中 松江一中 松江四中

錦織　まひろ 菅井優亜 別所　茉依

斐川東中 松江二中 出雲一中

松本すず 神部　あおい 田中　優衣 藤田　好遥

湖東中 附属中 松江一中 湖南中
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２年男子シングルス　（１位トーナメント）

奥野　太樹 曽田　龍聖 丸山　　亮 篠原　巧真

平田中 八束学園 松江三中 玉湯学園

西尾　優志 勝部　泰希 秦　　駿介 1

安来三中 宍道中 浜山中

佐伯　勇汰 村松　航大 金山　和希 0

ちどりク 松江四中 出雲一中

中川　　樹 矢田　隼己 小山　惺也

島大附属中 出雲二中 湖北中 1

田中　廉三 巾嶋　福大 小笹翔太郎

斐川西中 松江二中 安来一中 0

石川　青亜 中村　優士 景山　稜平 0 0

東出雲中 八束TTC 湖南中

中村　紅華 小川　真汰 高島　良季

八束学園 錬成クラブ 松江一中

山下　來輝 國須　翔愛 周藤　太理

さんびるク 安来三中 玉湯学園 1

矢田　洸希 水元　悠輝 淺津　佑斗

安来一中 松江三中 出雲二中

宮本　竜成 足立　一心 佐藤　璃空 0

松江二中 東出雲中 斐川西中 1

小倉　喜一 山本　修也 勝部　滉斗 1 0

津宮クラブ 島大附属中 浜山中 0

須田　有哉 内部　泰成 渡辺　敬心

宍道中 出雲一中 湖南中

神谷　結太 上田　雅也 松尾　幸祐

松江四中 松江一中 湖北中

石川　悠太 松浦　優真 藤井晃太郎

玉湯学園 湖東中 浜山中

安達　陽祐 服部　友哉 門脇　永和 0

安来一中 松江二中 八束学園

吉井　　成 藤原　大輝 本田　　陽 0

出雲二中 湖南中 斐川西中 0

篠原　一志 大畑　健翔 勝部　蒼大 0

斐川東中 安来三中 出雲一中 1

鉄尾　崇太 小村　海斗 足立　巧実

東出雲中 松江一中 松江四中

内藤　悠生 太田　陽介 井上　櫂志 0

松江三中 宍道中 島大附属中

嘉藤　梧斗 加藤　　柊 渡部　琉人 1

出雲一中 安来三中 八束学園 0

池尻　　永 佐伯　彩悠 橋本　駿佑 1

湖南中 松江一中 東出雲中

白濵　颯介 小松原　瞬 矢田　悠真 0

浜山中 平田中 出雲二中

和泉　大雅 富山　大地 福原　彰宏

吉田中 島大附属中 松江四中 0

藤原　夕斗 室田　一真 米澤　優聖

八雲中 松江二中 安来一中 0

奥原　　継 出川　湧介 中川真生人

湖北中 斐川西中 ちどりク
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丸橋　欣樹 實重　俊吾 門脇　凛空

松江二中 安来一中 八束学園

1 岩田　梢平 恩田　大星 河野　莉空

玉湯学園 湖南中 島大附属中

0 山﨑　智博 田中　慎哉 青木　悠有

出雲一中 松江一中 松江四中

川島　倖汰 野津　快吏 西村　悠希

0 さんびるク 東出雲中 松江三中

園山　翔平 春木　優作 三宅　新太

1 浜山中 斐川東中 安来三中

0 伊藤　雅祥 加古　柾斗 奥　　依吹

1 斐川西中 出雲二中 平田中

廣江　海栄 藤井　陽翔 池田　　翔

湖北中 湖南中 八束学園

常松　　勝 堀山　怜司 梶谷　耕汰

松江四中 松江二中 東出雲中

0 楫野　光悠 糀谷　健矢 山田　龍聖

0 安来三中 玉湯学園 出雲一中

0 1 山﨑　悠生 三島　脩那 隂山　巧人

1 松江三中 出雲二中 斐川西中

中原　陽太 半田　　匠 飯塚　　申

安来一中 吉田中 宍道中

0 坂根　　開 牧野　開大 髙木　優斗

津宮クラブ 島大附属中 浜山中

梅澤　慶次 小川蒼太郎 田中　悠太

1 加茂中 湖北中 松江四中

金坂　拓郎 近藤　伶音 金沢　光輝

湖南中 出雲二中 出雲一中

0 福島隆一郎 石原　聖大 山﨑　陽元

1 松江三中 東出雲中 斐川西中

1 藤原　琉羽 岩田　真采 坂口　佳郎

0 ちどりク 八束学園 安来三中

今岡　佳介 安部　遼太 馬庭慧一郎

宍道中 松江二中 島大附属中

0 野々村悠生 加藤　広樹 山本　脩人

錬成クラブ 浜山中 松江一中

水沼陽和太 上濱　悠斗 佐々木龍冴

0 東出雲中 湖北中 松江四中

0 藤原　大登 吉田　侑晟 吉田　椋翔

玉湯学園 松江三中 松江一中

1 加藤　壱成 藤原　大和 勝部　滉大

出雲二中 斐川西中 出雲一中

0 0 眞田　朋貴 三谷　悠也 種田　　翔

0 平田中 安来三中 安来一中

池田　千秋 小川　真生 宮部　優多

八束学園 浜山中 松江二中

野津　　智 太田　智貴 麻野　晃佑

湖南中 島大附属中 八束TTC
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２年男子シングルス　（２位トーナメント）

奥野　太樹 曽田　龍聖 丸山　　亮 篠原　巧真 1

平田中 八束学園 松江三中 玉湯学園

西尾　優志 勝部　泰希 秦　　駿介 0

安来三中 宍道中 浜山中

佐伯　勇汰 村松　航大 金山　和希

ちどりク 松江四中 出雲一中

中川　　樹 矢田　隼己 小山　惺也

島大附属中 出雲二中 湖北中

田中　廉三 巾嶋　福大 小笹翔太郎

斐川西中 松江二中 安来一中 0

石川　青亜 中村　優士 景山　稜平 1

東出雲中 八束TTC 湖南中

中村　紅華 小川　真汰 高島　良季 0 0

八束学園 錬成クラブ 松江一中 0

山下　來輝 國須　翔愛 周藤　太理 0

さんびるク 安来三中 玉湯学園

矢田　洸希 水元　悠輝 淺津　佑斗

安来一中 松江三中 出雲二中

宮本　竜成 足立　一心 佐藤　璃空

松江二中 東出雲中 斐川西中 1

小倉　喜一 山本　修也 勝部　滉斗 0 0

津宮クラブ 島大附属中 浜山中

須田　有哉 内部　泰成 渡辺　敬心

宍道中 出雲一中 湖南中

神谷　結太 上田　雅也 松尾　幸祐 1

松江四中 松江一中 湖北中 0 0

石川　悠太 松浦　優真 藤井晃太郎 0

玉湯学園 湖東中 浜山中

安達　陽祐 服部　友哉 門脇　永和

安来一中 松江二中 八束学園

吉井　　成 藤原　大輝 本田　　陽

出雲二中 湖南中 斐川西中 0

篠原　一志 大畑　健翔 勝部　蒼大

斐川東中 安来三中 出雲一中

鉄尾　崇太 小村　海斗 足立　巧実

東出雲中 松江一中 松江四中 1

内藤　悠生 太田　陽介 井上　櫂志 0

松江三中 宍道中 島大附属中 1

嘉藤　梧斗 加藤　　柊 渡部　琉人 0

出雲一中 安来三中 八束学園

池尻　　永 佐伯　彩悠 橋本　駿佑

湖南中 松江一中 東出雲中

白濵　颯介 小松原　瞬 矢田　悠真

浜山中 平田中 出雲二中 1

和泉　大雅 富山　大地 福原　彰宏 1

吉田中 島大附属中 松江四中 1

藤原　夕斗 室田　一真 米澤　優聖

八雲中 松江二中 安来一中 0

奥原　　継 出川　湧介 中川真生人 0

湖北中 斐川西中 ちどりク
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丸橋　欣樹 實重　俊吾 門脇　凛空

松江二中 安来一中 八束学園

岩田　梢平 恩田　大星 河野　莉空

玉湯学園 湖南中 島大附属中

1 山﨑　智博 田中　慎哉 青木　悠有

1 0 出雲一中 松江一中 松江四中

川島　倖汰 野津　快吏 西村　悠希

1 さんびるク 東出雲中 松江三中

園山　翔平 春木　優作 三宅　新太

0 浜山中 斐川東中 安来三中

0 伊藤　雅祥 加古　柾斗 奥　　依吹

斐川西中 出雲二中 平田中

廣江　海栄 藤井　陽翔 池田　　翔

0 湖北中 湖南中 八束学園

常松　　勝 堀山　怜司 梶谷　耕汰

松江四中 松江二中 東出雲中

0 楫野　光悠 糀谷　健矢 山田　龍聖

1 安来三中 玉湯学園 出雲一中

山﨑　悠生 三島　脩那 隂山　巧人

松江三中 出雲二中 斐川西中

中原　陽太 半田　　匠 飯塚　　申

1 安来一中 吉田中 宍道中

坂根　　開 牧野　開大 髙木　優斗

0 津宮クラブ 島大附属中 浜山中

梅澤　慶次 小川蒼太郎 田中　悠太

加茂中 湖北中 松江四中

金坂　拓郎 近藤　伶音 金沢　光輝

湖南中 出雲二中 出雲一中

1 福島隆一郎 石原　聖大 山﨑　陽元

0 0 松江三中 東出雲中 斐川西中

1 藤原　琉羽 岩田　真采 坂口　佳郎

ちどりク 八束学園 安来三中

今岡　佳介 安部　遼太 馬庭慧一郎

宍道中 松江二中 島大附属中

1 野々村悠生 加藤　広樹 山本　脩人

0 錬成クラブ 浜山中 松江一中

1 1 水沼陽和太 上濱　悠斗 佐々木龍冴

東出雲中 湖北中 松江四中

藤原　大登 吉田　侑晟 吉田　椋翔

玉湯学園 松江三中 松江一中

加藤　壱成 藤原　大和 勝部　滉大

0 出雲二中 斐川西中 出雲一中

眞田　朋貴 三谷　悠也 種田　　翔

0 平田中 安来三中 安来一中

池田　千秋 小川　真生 宮部　優多

0 八束学園 浜山中 松江二中

0 野津　　智 太田　智貴 麻野　晃佑

湖南中 島大附属中 八束TTC
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2年女子シングルス（1位トーナメント）

勝部　友菜 川上　茉子 新田　澪奈 原　杏実花

ＯＴＳジュニア 安来一中 湖東中 平田中

石橋　奈桜 木幡　咲希 澤田　和奏

斐川西中 宍道中 赤来中

福田　七恵 中澤　梨里 来海ひなた

錬成クラブ 八雲中 松江二中

金沢　光姫 杉谷　茉朋 馬庭　史音

出雲一中 玉湯学園 松江一中

2 舟木　志織 石倉　櫻 門脇　未来 1

松江四中 松江三中 八束ＴＴＣ 1

高橋　琴美 長友　真穂 成島　くるみ

平田中 八束学園 斐川東中

川上　紗季 三原　襲 渡部　まひろ

出雲三中 松江二中 宍道中

宮里　莉央 谷口　芽衣 八田　沙也 0

津宮クラブ 松江三中 松江一中

松崎　結花 山田　千瑛 二宮　芽依

湖北中 玉湯学園 松江四中

永田　花歩 明見　楓蒼 高麗　佳穂 1

松江ジュニア 赤来中 湖北中

今津　優花 石原　結華 山本和佳

浜山中 松江四中 宍道中

角　絢音 安部　由季乃 門脇　菊華

安来三中 松江二中 八束学園

勝部　莉乃 田畑　那南花 米山　知沙

八雲中 松江一中 出雲一中

藤井　菜美 和田　愛花 山口　友姫奈

松江三中 玉湯学園 平田中

藤原　那奈世 足立　佳穂 平木　真菜 0

宍道中 湖東中 松江二中

松本　祐香 柏木　璃愛菜 徳島　紗季

斐川西中 八束学園 松江一中 1

髙尾　望愛 湯浅　莉央 高橋　寧々

吉田中 松江四中 湖南中 1

赤木　桃愛 足立　夏絆 川上　愛佳

出雲一中 八束ＴＴＣ 松江三中

原　和未 渡辺　咲樹 岡　優華

平田中 附属中 出雲三中
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福庭　笙子 福間　結衣 梶田　夏帆

1 玉湯学園 浜山中 八束学園

1 三宅　美緒 吉川　和希 大田　沙也加

斐川東中 松江三中 八雲中

高梨　葵 妹尾　柚里 武田　泉美

八束ＴＴＣ 松江一中 赤来中

塩毛　千智 小椋　咲奈 渡部　桃子

湖南中 出雲一中 宍道中

1 藤原　希音 渡辺　蓮衣奈 松村　安珠

錬成クラブ 松江四中 松江二中

門脇　有咲 宮廻　心葉 尾添　希帆

八束学園 松江三中 平田中

板垣　未來 木谷　想世 松尾　美希

1 安来一中 宍道中 松江一中

0 須山　柚奈 伊藤　ゆき 松浦　由奈

湖東中 松江二中 出雲一中

小林　星七 大谷　陽菜 須山　優花

湖北中 松江四中 八雲中

徳山　心愛 林　弥乃 神田　佳奈

1 松江一中 八束学園 平田中

近藤　美緒 杉谷　由奈 青山　千聖

0 附属中 玉湯学園 松江二中

福間　紗來 深田　怜杏 石倉　奏音

斐川東中 宍道中 八雲中

箕田　結音 江田　七椛 梶谷　早佐

松江三中 出雲一中 松江四中

1 舩田　史月 渋山　妙恵 高橋　華乃

松江二中 八束学園 斐川西中

奥野　芽生 森脇　由衣 細木　万央

赤来中 松江四中 湖東中

1 渡部　紗依 大塚　美優 渡辺　智江

玉湯学園 出雲三中 松江三中

行平　咲葵 野坂　七海 福本　怜依

湖北中 安来一中 松江一中

原　理菜 深津　咲菜 太田　悠愛 山本　帆夏

平田中 湖南中 安来三中 出雲一中
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2年女子シングルス（２位トーナメント）

勝部　友菜 川上　茉子 新田　澪奈 原　杏実花

ＯＴＳジュニア 安来一中 湖東中 平田中

石橋　奈桜 木幡　咲希 澤田　和奏

斐川西中 宍道中 赤来中

福田　七恵 中澤　梨里 来海ひなた

錬成クラブ 八雲中 松江二中

金沢　光姫 杉谷　茉朋 馬庭　史音

出雲一中 玉湯学園 松江一中

舟木　志織 石倉　櫻 門脇　未来

松江四中 松江三中 八束ＴＴＣ

高橋　琴美 長友　真穂 成島　くるみ

平田中 八束学園 斐川東中

川上　紗季 三原　襲 渡部　まひろ

出雲三中 松江二中 宍道中

宮里　莉央 谷口　芽衣 八田　沙也 1

津宮クラブ 松江三中 松江一中

松崎　結花 山田　千瑛 二宮　芽依 1

湖北中 玉湯学園 松江四中

永田　花歩 明見　楓蒼 高麗　佳穂

松江ジュニア 赤来中 湖北中 1

今津　優花 石原　結華 山本和佳

浜山中 松江四中 宍道中

角　絢音 安部　由季乃 門脇　菊華

安来三中 松江二中 八束学園 1

勝部　莉乃 田畑　那南花 米山　知沙

八雲中 松江一中 出雲一中

藤井　菜美 和田　愛花 山口　友姫奈

松江三中 玉湯学園 平田中

藤原　那奈世 足立　佳穂 平木　真菜

宍道中 湖東中 松江二中 1

松本　祐香 柏木　璃愛菜 徳島　紗季

斐川西中 八束学園 松江一中

髙尾　望愛 湯浅　莉央 高橋　寧々 1

吉田中 松江四中 湖南中

赤木　桃愛 足立　夏絆 川上　愛佳

出雲一中 八束ＴＴＣ 松江三中

原　和未 渡辺　咲樹 岡　優華

平田中 附属中 出雲三中
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福庭　笙子 福間　結衣 梶田　夏帆

1 玉湯学園 浜山中 八束学園

三宅　美緒 吉川　和希 大田　沙也加

斐川東中 松江三中 八雲中

1 高梨　葵 妹尾　柚里 武田　泉美

八束ＴＴＣ 松江一中 赤来中

1 塩毛　千智 小椋　咲奈 渡部　桃子

湖南中 出雲一中 宍道中

藤原　希音 渡辺　蓮衣奈 松村　安珠

錬成クラブ 松江四中 松江二中

門脇　有咲 宮廻　心葉 尾添　希帆

八束学園 松江三中 平田中

板垣　未來 木谷　想世 松尾　美希

1 安来一中 宍道中 松江一中

須山　柚奈 伊藤　ゆき 松浦　由奈

湖東中 松江二中 出雲一中

小林　星七 大谷　陽菜 須山　優花

湖北中 松江四中 八雲中

0 徳山　心愛 林　弥乃 神田　佳奈

松江一中 八束学園 平田中

近藤　美緒 杉谷　由奈 青山　千聖

1 附属中 玉湯学園 松江二中

福間　紗來 深田　怜杏 石倉　奏音

斐川東中 宍道中 八雲中

箕田　結音 江田　七椛 梶谷　早佐

松江三中 出雲一中 松江四中

舩田　史月 渋山　妙恵 高橋　華乃

松江二中 八束学園 斐川西中

奥野　芽生 森脇　由衣 細木　万央

1 赤来中 松江四中 湖東中

渡部　紗依 大塚　美優 渡辺　智江

玉湯学園 出雲三中 松江三中

行平　咲葵 野坂　七海 福本　怜依

湖北中 安来一中 松江一中

原　理菜 深津　咲菜 太田　悠愛 山本　帆夏

平田中 湖南中 安来三中 出雲一中
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