
順　位 氏　名 所　属 順　位 氏　名 所　属

1位 田中　悠斗 出雲北陵中学校 52位 水元　悠輝 松江市立第三中学校

2位 小野　泰和 出雲北陵中学校 53位 勝部　蒼大 上津クラブ

3位 濵田　都希 出雲北陵中学校 54位 吾郷　一樹 玉湯クラブ

4位 三好　蒼空 出雲北陵中学校 55位 加藤　壱成 出雲市立第二中学校

5位 奥野　太樹 出雲市立平田中学校 56位 周藤　太理 松江市立義務教育学校玉湯学園

6位 梅澤  慶次 ＳＩＵクラブ 57位 濱野　一真 津宮クラブ

7位 竹田　陽翔 さんびるクラブ 58位 勝部　泰希 松江市立宍道中学校

8位 金丸　陽 出雲北陵中学校 59位 嘉本　祥大 上津クラブ

9位 松崎　優樹 さんびるクラブ 60位 金子　元輝 松江市立第二中学校

10位 丸橋　欣樹 松江市立第二中学校 61位 内部　泰成 上津クラブ

11位 奥原　　継 松江市立湖北中学校 62位 柳浦　翔太 松江市立湖北中学校

12位 福田　健人 上津クラブ 63位 中村　優士 松江市立義務教育学校八束学園

13位 石川　悠太 松江市立義務教育学校玉湯学園 64位 小倉　喜一 津宮クラブ

14位 坂根　開 津宮クラブ 65位 淺津　佑斗 出雲市立第二中学校

15位 笠柄　陽斗 出雲市立斐川西中学校 66位 小林　康志 玉湯クラブ

16位 内藤　悠生 松江市立第三中学校 67位 田中　慎哉 松江市立第一中学校

17位 杉谷　桜太朗 さんびるクラブ 68位 今岡　永遠 出雲市立平田中学校

18位 狩野　暖斗 平田仲良し 69位 池田　準也 松江市立第一中学校

19位 水津　斗暁 益田球心会 70位 眞田　朋貴 出雲市立平田中学校

20位 小村　海斗 松江市立第一中学校 71位 北村　蓮太郎 出雲市立斐川西中学校

21位 嘉藤　梧斗 出雲市立第一中学校 72位 曽田　龍聖 松江市立義務教育学校八束学園

22位 岩田　梢平 松江市立義務教育学校玉湯学園 73位 矢田　歩輝 松江市立宍道中学校

23位 金沢　光輝 出雲市立第一中学校 74位 金山　和希 上津クラブ

24位 安藤　壮 出雲市立斐川西中学校 75位 篠原　一志 出雲市立斐川東中学校

25位 丸山　亮 松江市立第三中学校 76位 伊藤　麻貴 松江市立宍道中学校

26位 野々村　悠生 松江市立第三中学校 77位 春木　優作 出雲市立斐川東中学校

27位 中村　紅華 松江市立義務教育学校八束学園 78位 篠原　巧真 玉湯クラブ

28位 鷲見　匠多郎 松江市立義務教育学校玉湯学園 79位 小川蒼太郎 松江市立湖北中学校

29位 山﨑　智博 出雲市立第一中学校 80位 室田　一真 松江市立第二中学校

30位 吉田　侑晟 松江市立第三中学校 81位 金築　侑万 出雲市立平田中学校

31位 廣江　海栄 松江市立湖北中学校 82位 高木　悠之助 松江市立宍道中学校

32位 坂本　篤哉 斐川西クラブ 83位 三好　耕友 松江市立第二中学校

33位 坂本　陽哉 斐川西クラブ 84位 山本　脩人 松江市立第一中学校

34位 持田　朋希 出雲市立斐川東中学校 85位 上田　雅也 松江市立第一中学校

35位 上濱　悠斗 松江市立湖北中学校 86位 糀谷　健矢 玉湯クラブ

36位 池田　千秋 松江市立義務教育学校八束学園 87位 麻野　晃佑 嫁島ジュニア

37位 山﨑　悠生 松江市立第三中学校 88位 河田　優輝 出雲市立第一中学校

38位 勝部　滉大 上津クラブ 89位 奥　　依吹 出雲市立平田中学校

39位 土江　侑 出雲市立斐川東中学校 90位 岩田　真采 松江市立義務教育学校八束学園

40位 池田　翔 松江市立義務教育学校八束学園 91位 平田　悠馬 さんびるクラブ

41位 後野　柊太 津宮クラブ 92位 一久保　翔 津宮クラブ

42位 飯島　怜 さんびるクラブ 93位 荒木　悠斗 平田仲良しクラブ

43位 宮下　誠二 平田仲良しクラブ 94位 梅木　志穏 出雲市立斐川東中学校

44位 庄司　瑛彦 さんびるクラブ 95位 米村　勇太 玉湯クラブ

45位 三島　脩那 出雲市立第二中学校 96位 今岡　　薫 出雲市立第一中学校

46位 矢田　隼己 出雲市立第二中学校 97位 鹿目　一希 松江市立第二中学校

47位 藤原　大登 松江市立義務教育学校玉湯学園 坂田　魁斗 出雲市立第一中学校

48位 吉井　　成 出雲市立第二中学校 加古　柾斗 出雲市立第二中学校

49位 伊藤　瑠壱 松江市立宍道中学校 常松　勇太 出雲市立斐川東中学校

50位 佐伯　彩悠 松江市立第一中学校 小松原　舜 出雲市立平田中学校

51位 小山　惺也 松江市立湖北中学校 錦織　絆玖 斐川ジュニア

※棄権者の扱いについて
・大会に参加ができなかった選手については棄権と表記しています
・途中棄権者については,それまでの試合結果を加味したもので順位を決めています

男子シングルス最終成績

棄権


