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選手登録番号 Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
1 M180705 1 城東小学校 阿部 煌大  

    阿部 煌大
2    Bye  

     阿部 煌大
3 M180708  新番丁小学校 石澤 悠  60

    村本 礼央  
4 M187199  川添小学校 村本 礼央 62  

     阿部 煌大
5    Bye  60

    清野 翔聖  
6 M171954  栗林小学校 清野 翔聖   

     原 健心
7    Bye  62

    原 健心  
8 M187152  牟礼南小学校 原 健心   

     阿部 煌大
9    Bye  60

     
10 M184068  太田小学校 日出 徠太   

     日出 徠太
11   豊原小学校 松本 琥太郎  62

    今井 孝幸  
12 M184013  附属高松小学校 今井 孝幸 62  

     池内 碧斗
13   四箇小学校 岡﨑 隼  61

    平井 良昌  
14 M180709  高松第一小学校 平井 良昌 60  

     池内 碧斗
15    Bye  60

    池内 碧斗  
16 M187131 5～8 国分寺南部小学校 池内 碧斗   

     60･60
17 M184071 5～8 高松中央小学校 平井 伶芽  阿部 煌大

    平井 伶芽  
18    Bye   

     平井 伶芽
19   檀紙小学校 西村 朔  60

    西村 朔  
20    Bye   

     平井 伶芽
21   栗林小学校 西内 統祐  75

    丹司 圭  
22   太田小学校 丹司 圭 60  

     日下部 悠丞
23    Bye  61

    日下部 悠丞  
24 M158307  亀阜小学校 日下部 悠丞   

     向井 滉佑
25 M187153  林小学校 南原　 圭佑  61

    南原　 圭佑  
26    Bye   

     徳倉 光
27 M171957  付属高松小学校 徳倉 光  63

    徳倉 光  
28 M184060  松崎小学校 真鍋 颯琉 60  

     向井 滉佑
29 M184064  川添小学校 村本 陸  61

    61  
30 M184050  附属坂出小学校 高嶋 蒼真 村本 陸  

     向井 滉佑
31    Bye  61

   向井 滉佑  
32 M171960 4 木太北部小学校 向井 滉佑   

    阿部 煌大
33 M134083 3 新番丁小学校 岡 紘輝  61･61

    岡 紘輝  
34    Bye   

     岡 紘輝
35 M134912  松山小学校 小原 健聖  60

    小原　健聖  
36   国分寺北部小学校 高田 雅貴 61  

     岡 紘輝
37 M134913  亀阜小学校 加戸 優成  61

    加戸 優成  
38 M184017  一ノ谷小学校 松本 慧士郎 62  

     植村 幸
39    Bye  64

    植村 幸  
40 M134454  高松中央小学校 植村 幸   

     山本 一輝
41 M171958  古高松小学校 沖 一輝  75

    沖 一輝  
42    Bye   

     沖 一輝
43 M158297  香西小学校 玉井 想   

    玉井 想  
44 M184022  円座小学校 末本 梁 60  

     山本 一輝
45 M184066  飯山北小学校 田村 寿悠  61

    田村 寿悠  
46   仏生山小学校 岩橋 優成 60  

     山本 一輝
47    Bye  60

    山本 一輝  
48 M184056 5～8 多肥小学校 山本 一輝   

     62･60
49 M187139 5～8 牟礼北小学校 土山 心太郎  ラガック･ミゲル

    土山 心太郎  
50    Bye   

     土山 心太郎
51   古高松南小学校 木下 晴真  76(3)

    伊藤 隼士  
52  林田小学校 伊藤 隼士 60  

     大髙 連太朗
53   古高松小学校 瀧本 凌太朗  76(3)

    瀧本 凌太朗  
54 M187200  円座小学校 岡 竜輝 63  

     大髙 連太朗
55    Bye  60

    大髙 連太朗  
56 M171959  古高松小学校 大髙 連太朗  ラガック ミゲル

     64
57 M184062  屋島西小学校 倉本 海跳   

    倉本 海跳  
58    Bye   

     芳村 啓伸
59 M180707  新番丁小学校 芳村 啓伸  61

    芳村 啓伸  
60    Bye   

     ラガック ミゲル
61 M134909  新番丁小学校 朝倉 千博  61

    朝倉 千博  
62   高松付属小学校 喜多 奏斗 60  

     ラガック ミゲル
63    Bye  60

    ラガック ミゲル  
64 M187138 2 古高松小学校 ラガック ミゲル  
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Quarterfi
nals
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1 1 栗林小学校 小若 実夢  

   小若 実夢
2   Bye   

    小若 実夢
3  太田南小学校 大西 結月  60

   大西 結月  
4  四箇小学校 宮本 紗優菜 60  

    小若 実夢
5  城乾小学校 俣野 とより  60

   俣野 とより  
6  四箇小学校 重松 琴美 61  

    平井 萌生奈
7  高松中央小学校 平井 萌生奈  60

   平井 萌生奈  
8 5～8 檀紙小学校 柳谷 桃花 63  

    小若 実夢
9 5～8 木太北部小学校 上原 奈夏  62･63

   上原 奈夏  
10   Bye   

    上原 奈夏
11  さぬき北小学校 木村 早那  62

   西森 乃々佳  
12  古高松南小学校 西森 乃々佳 62  

    森 心結
13  太田南小学校 前田 月海  60

   前田 月海  
14  古高松南小学校 佐々木 結衣 62  

    森 心結
15   Bye  60

   森 心結  
16 4 城南小学校 森 心結   

    小若 実夢
17 3 垂水小学校 片山 愛  61･61

   片山 愛  
18   Bye   

    片山 愛
19  多肥小学校 大塚 仁菜  60

   大塚 仁菜  
20  国分寺南部小学校 池内 碧渚 62  

    片山 愛
21  多肥小学校 高橋 心美  62

   吉川 汐里  
22  常盤小学校 吉川 汐里 60  

    重松 柚葵
23  さぬき北小学校 木村 栞那  61

   重松 柚葵  
24 5～8 円座小学校 重松 柚葵 60  

    天童 光里
25 5～8 亀阜小学校 加戸 咲帆  46･75･62

   加戸 咲帆  
26  弦打小学校 三井 結菜 62  

    加戸 咲帆
27  亀阜小学校 王尾 奈那子  63

   王尾 奈那子  
28  四箇小学校 宮本 優芽果 w.o  

    天童 光里
29  川岡小学校 古市 莉夢  60

   岡田 清瑚  
30  古高松小学校 岡田 清瑚 w.o  

    天童 光里
31   Bye  60

   天童 光里  
32 2 栗林小学校 天童 光里  
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