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男子 女子
上級 個人CD 氏名 所属 上級 個人CD 氏名 所属
1 10657 森光 司 豊の梅 1 1854 松浦 浩子 Ｆキャッツ

12933 皆吉 剛希 リーベロ 8280 安岡 浩子 DOLPHIN
2 11435 川田 義 明徳義塾中学校・高等学校 2 1808 岡本 直子 豊の梅

12511 津野 裕大 T-Blitz 1073 岩本 眞理 豊の梅
3 11968 山田 幸佑 リーベロ 3 11541 杉浦 里奈 高知高

12831 石川 泰地 リーベロ 12194 濱川 桃子 高知高
4 12612 池野 直樹 パゴス 4 12015 片岡　千穂 Ｆキャッツ

1691 津野 幸司 パゴス 3615 宗石 君江 豊の梅
5 12838 吉村 俊一 スカイ 5 6196 早馬 恵美子 高知市役所

12259 岡原 孝太 スカイ 12016 猪野 千沙 Fキャッツ
6 7490 川﨑 誠 パスタイム 6 731 山口 早百合 ＹＣＣ

9487 三谷 啓視 リーベロ 5127 田中 千香 ＳＥＰＩＡ
7 9475 渡邉 雅弘 スマイリング 7 2677 野村 砂夜 パゴス

387 山中 誠也 スマイリング 7157 太田 香菜子 パゴス
8 10765 矢部 夏生 アリス 8 222 田村 美香 一宮

1056 坂本 幸繁 パゴス 7892 西村 倫子 一宮
9 3934 門田 尚洋 フリー 9 8700 西内 涼奈 TEAM LAT

6604 弘田 紳 高知銀行 9739 武久 良子 TEAM LAT
10 8432 橋田 和樹 TEAM LAT 10 9074 宮川 萌子 TEAM LAT

12790 竹村 将行 TEME LAT 10918 窪田 真依 TEAM LAT
11 12492 柿内 康作 リーベロ 11 9080 明神 眞由美 ＳＥＰＩＡ

10568 横山 智弥 リーベロ 12853 明神 未来 ＳＥＰＩＡ
 12 506 木下 和喜 豊の梅

中級 個人CD 氏名 所属 9369 中林 佳子 豊の梅
1 10942 島倉 充 T‐Blitz 13 9400 吉村 久美子 パゴス

12513 島田 博 T‐Blitz 2856 森岡 潤子 パゴス
2 11550 山中 賢太 須崎総合高校 14 6743 前田 淑 豊の梅

11978 岡本 将太 佐川ジュニア 11141 堀川 理恵 ＳＥＰＩＡ
3 12241 金子 剛良 土佐塾高 15 700 森本 昌代 高知市役所

12735 飛鳥井 雅平 土佐塾中 10543 岡林 亜由美 ＳＥＰＩＡ
4 4112 松本 幸二 フリー 16 120 門田 みほ フリー

12679 富田 泰全 スカイ 8023 前田 彩華 フリー
5 12860 林 治吾 土佐高校テニス部 17 566 伊井 美香 アリス

12619 門脇 匠海 土佐高校テニス部 10811 弘田 節 介良
6 1628 文野 修 スカイ 18 542 上地 貴子 一宮

13145 佐々木 秀治 スカイ 9364 徳弘 香 一宮
7 4400 池田 陽一 アリス

柏井 拓郎 フリー 個人CD 氏名 所属
8 11973 杉浦 俊孝 フリー 1 11650 福下　義子 リーベロ

617 武本 和宏 ZERO 11401 渡辺　節子 豊の梅
9 3856 近添 一司 アリス 2 7642 宮本海音 スカイ

12840 植田 樹丘也 アリス 12680 富田知佳 スカイ
10 1645 近藤 哲也 あいほん屋 3 3605 横山　美穂子 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ

10900 近藤 孝則 あいほん屋 12827 室谷　千鶴 Ｉ．Ｓ．Ｔ．Ｃ
11 10661 宮村 知章 スマイリング 4 5105 土井　悦子 介良

3704 下元 健 スマイリング 5259 林　和代 介良
12 山下 敬広 フリー 5 11151 松村　絵里子 ＵＰＳ

12799 田村 遼介 アリス 7526 寺田 るみ子 ＵＰＳ
13 和田 慎一 フリー 6 8134 中尾　智代 チームカワマート

森本 佑生 フリー 13144 佐々木　由利子チームカワマート
7 696 川上　美由紀 高知市役所

初級 個人CD 氏名 所属 714 島井　悦子 高知市役所
1 2701 島﨑 龍太朗 介良 8 3608 藤澤　康代 高知医療センター

12610 島﨑 彪牙 追手前高校 3610 山下　亜貴 高知医療センター
2 12765 川村 悠人 土佐中

12767 塩田 泰万 土佐中 個人CD 氏名 所属
3 13110 長沼 鉄朗 T‐Blitz 1 12462 金子　瑠来 伊野中

11344 島 練 T‐Blitz 12600 山中　彩佳 佐川ジュニア
4 13120 山田 紀行 アリス 2 12631 山崎恭子 T‐Blitz

2708 竹村 幸助 アリス 4967 刈谷由紀 フリー
5 竹村 仁 フリー 3 12472 澤田　優子 介良

久松 翔太 フリー 12729 澤田　初花 gemstones
6 大崎 大輔 フリー 4 6751 畑山　真由美 ＳＥＰＩＡ

吉良 信吾 フリー 1844 橫田　悦子 DOLPHIN
7 1196 岩原 良文 介良クラブ

12820 合田 暁央 介良クラブ
8 緒方 拳 フリー

濱川 信平 T‐Blitz


