
室内出場可能選手

1 山本　琢也 (松山大学)
2 岡林　航介 (松山大学)
3 山本　純 (広島経済大学)
4 菊池　恭平 (松山大学）
5 山本　秀 (広島経済大学)
6 平塚　耕二郎 (松山大学)
7 下條　亮 (松山大学)
8 永原　賢造 (広島大学)
9 永原　栄吾 (広島大学)
10 岡田　大 (松山大学)
11 山本　雄大 （山口大学）
12 藤井　佑介 (広島経済大学)
13 藤田　大智 (香川大学）
14 廣川　宏太 (福山平成大学)
15 加茂　直人 (広島大学)
16 黒瀬　拓志 (島根大学）
17 秋友　康裕 （愛媛大学）
18 福井　康介 (島根大学）
19 遠山　恭平 (尾道市立大学)
20 竹田　恭教 （山口大学）
21 徳森　竜生 （松山大学)
22 久岡　零 (広島大学)
23 藤田　裕也 (広島大学)
24 高橋　良輔 （山口大学）
25 梶川　文也 （松山大学)
26 松田　啓志 (香川大学）
27 巽　勇人 (広島国際大学)
28 藤田　悠介 (下関市立大学）
29 先本　良介 (広島経済大学）

男子シングルス



1 西山　奈々 （松山大学）
2 松川　祥子 （広島大学）
3 三島　真奈 （松山大学）
4 安村　未来 (福山平成大学)
5 小寺　郁美 (広島大学)
6 山根　百花 (島根大学)
7 中嶋　優 （松山大学）
8 大塚　万里奈 (岡山大学)
9 小野　智美 (ノートルダム清心女子大学)
10 木村　祐佳 (広島大学)
11 大西　由理佳 （愛媛大学）
12 三橋　加奈子 (岡山大学)
13 山根　成葉　 （松山大学）
14 山口　真美 （松山大学）
15 平田　智華 （松山大学）
16 松川　恭子 (香川大学)
17 島田　紗希 (福山平成大学)
18 遠山　成美 (岡山大学)
19 山田　朋佳 (広島修道大学)

女子シングルス



1 岡林　航介 （松山大学）
2 山本　琢也 （松山大学）
3 山本　秀 (広島経済大学)
4 山本　純 (広島経済大学)
5 下條　亮 （松山大学）
6 菊池　恭平 (松山大学)
7 徳森　竜生 （松山大学）
8 岡田　大 (松山大学)
9 藤井　佑介 (広島経済大学)
10 西村　守人 （広島経済大学)
11 平塚　耕二郎 (松山大学)
12 梶川　文也 (松山大学)
13 黒瀬　拓志 （島根大学）
14 半田　祐也 (山口大学)
15 野本　将矢 （松山大学）
16 山本　雄大 (山口大学)
17 福井　康介 （島根大学）
18 加茂　直人 （広島大学）
19 守時　大貴 （松山大学）
20 宇野　大 (松山大学)
21 武智　理来 (松山大学)
22 渋谷　夏樹 （松山大学）
23 藤田　裕也 （広島大学）
24 上田　知行 （広島経済大学）
25 池田　司 （松山大学）
26 甲斐　鷹 (岡山大学)
27 遠山　恭平 (尾道市立大学)
28 小池　光 （広島経済大学)
29 永原　栄吾 (広島大学）
30 畑中　歳喜 (岡山大学)
31 巽　勇人 (広島国際大学)
32 栗原　光平 (愛媛大学)
33 三好　衛 (愛媛大学)
34 元廣　伊吹 (岡山大学)

男子ダブルス



35 長尾　晃大 (愛媛大学)
36 松尾　政紀 (愛媛大学)
37 八塚　大介 (尾道市立大学)

1 中嶋　優 (松山大学）
2 三島　真奈 (松山大学)
3 大塚　万里奈 (岡山大学)
4 田中　さくら (岡山大学）
5 大西　由理佳 (愛媛大学)
6 松川　祥子 （広島大学）
7 山根　百花 (島根大学)
8 山口　真美 （松山大学）
9 平田　智華 （松山大学）
10 青田　友理絵 (広島修道大学)
11 小寺　郁美 (広島大学)
12 山根　成葉 (松山大学)
13 白川　愛 （松山大学）
14 平岡　亜弓 （松山大学）
15 安村　未来　 (福山平成大学)
16 岩田　歩 (広島修道大学)
17 岩田　光 (広島修道大学)
18 冨田　明日香 (島根大学)
19 松川　恭子 (香川大学）
20 小野　智美 (ノートルダム清心女子大学)
21 山本　彩夏 （岡山大学）

女子ダブルス


