
予選男子２Ｒ

予選女子２Ｒ

予選男子３Ｒ～予選決勝まで 本戦　男女とも　３Ｒまで

予選女子３Ｒ～予選決勝まで 順位決定戦　男女とも行います。

1 受付について

　３月２９日（木）３０日（金）　　

男女受付締切：オーダーオブプレイの時間の１５分前とします。

2 練習コート

8:35～8:50

予選女子１～６４　　　　　予選女子６５～１２８

３０日 １～１６コート　８：００～８：５０

３１日 １～１６コート　８：００～８：５０

注意： 各コートのシングルス・スティック、スコアボードをセットしてから練習を開始すること。

3 競技方法 トーナメント　セルフジャッジ 試合前の練習はサービス４本とします。

（１） 本戦

１～３Ｒは８ゲームプロセット、ＳＦ，Ｆ，３決は３タイブレークセットマッチ

本戦出場者は各ラウンド敗者によるコンソレーションマッチを行う：８ゲームプロセット

（２） 予選 全て１セットマッチ６－６タイブレーク

＊雨天など進行の都合で変更することもあります。

4 使用球 ダンロップフォート

5 参加料 予選：２，０００円

本戦：５，０００円（予選通過選手は３，０００円追加）

6 ＪＴＡルールを準用する。

7 Ｎ／Ｓの連絡先 やむを得ず欠場する場合は、なるべく早く下記宛て連絡して下さい。

中国テニス協会  office@chugoku-ta.jp ＴＥＬ：０８２－２９８－３８０７
大会ディレクター 平岡　康治

8 本戦ラッキールーザー（ＬＬ）
予選決勝敗退者に与えます。本戦初日、本部でサインインしてください。

9 本戦のドローについて
２９日（木）の予選終了後、本部にて本戦のドロー会議をし作成します。
３０日(金)の朝、ドローは公表します。

９：４０～

３月３０日（金） ３月３１日（土）

予選男子１Ｒ

１～６４ ９：００～

予選女子１Ｒ １～１２８ 本戦男子２Ｒ

２０１８　Ｕ１８中国ジュニアスプリング大会

オーダーオブプレイ

３月２９日（木）

９：００～

６５～１２８

8:00～8:20 8:20～8:35 8:50～9:05

本戦男子１Ｒ

本戦女子１Ｒ

３０日本部発表

本戦女子２Ｒ 女子コンソレ

男子コンソレFOLLOWED BY　

９：００～

１～１６コート　
予選男子６５～１２８予選男子１～６４

０９０－９４１０－５５３７

９：１０～

FOLLOWED BY

＊予選男子で２Ｒからの選手は１０：００までに、予選女子で２Ｒからの選手は１０：３０までに受付をして下さい。

連絡事項

２９日

１０：１０～

FOLLOWED BY FOLLOWED BY　

ドロー発表後、

参加費をお振込み下さい。

振込締切日３月２３日（木）



2018年1月23日現在

氏　名 所　属 県 ﾎﾟｲﾝﾄ

1 秋吉　大地 みなみ坂ＴＳ 広島 607.600 U18

2 三宅　悠介 関西高校 岡山 541.433 U18

3 山浦　淳輝 倉敷青陵高校 岡山 432.200 U18

4 加藤　博夢 岡山理大附属高校 岡山 424.133 U18

5 合田　　渚 岡山理大附属高校 岡山 375.200 U18

6 筒井　大輔 関西高校 岡山 332.567 U18

7 藤井　悠人 みなみ坂ＴＳ 広島 325.033 U16

8 田中　謙太朗 広陵高校 広島 289.600 U18

9 橋田　涼平 岡山理大附属高校 岡山 256.167 U18

10 髙　　悠亜 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 242.333 U16

11 毛利　海朗 岡山理大附属高校 岡山 220.267 U18

12 車田　琉季 関西高校 岡山 175.367 U18

13 田中　翔大 美鈴が丘高校 広島 163.200 U18

14 大田　祥吾 山口テニスアカデミー 山口 154.700 U18

15 豊島　彰人 関西高校 岡山 148.933 U16

16 蔵田　太洋 アキラIＴＣ 広島 145.933 U16

17 桑原　　樹 岡山理大附属高校 岡山 133.067 U18

18 柴倉　一太 岡山学芸館高校 岡山 122.433 U18

19 澤井　晃司 米子東高校 鳥取 102.067 U18

20 新納　圭冴 米子北斗高校 鳥取 102.033 U18

21 岩﨑　渓悟 山口テニスアカデミー 山口 96.333 U18

22 門脇　　涼 開星高校 島根 90.033 U18

23 河野　健司 関西高校 岡山 83.967 U18

24 後藤　渓太朗 みなみ坂ＴＳ 広島 80.667 U18



2018年1月23日現在

氏　名 所　属 県 ﾎﾟｲﾝﾄ

1 倉橋　奈摘 野田学園高校 山口 788.667 U18

2 猪川　結花 岡山学芸館高校 岡山 652.533 U18

3 酒井　　凜 広陵高校 広島 459.600 U18

4 丸古　陽女 やすいそ庭球部 広島 355.167 U16

5 岡垣　穂香 岡山学芸館高校 岡山 326.233 U18

6 徳安　莉菜 野田学園高校 山口 310.000 U18

7 中島　玲亜 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 259.900 U16

8 吉本　菜月 アルファＴＣ 山口 255.500 U16

9 山下　みなみ 岡山学芸館高校 岡山 248.733 U18

10 山口　みやび 野田学園高校 山口 203.833 U18

11 西村　菜月 美鈴が丘高校 広島 202.067 U18

12 井上　愛梨 山口サングリーンＴＣ 山口 197.300 U16

13 宇都宮　歩優 野田学園高校 山口 167.300 U18

14 宗和　南波 野田学園高校 山口 153.233 U18

15 吉田　涼香 岡山学芸館高校 岡山 142.767 U18

16 小野　　遥 倉敷鷲羽高校 岡山 125.033 U18

17 南口　亜美 野田学園高校 山口 102.233 U18

18 澤田　菜那 広陵高校 広島 97.900 U18

19 鳥山　友里 野田学園高校 山口 94.600 U18

20 田中　里穂 西京高校 山口 92.167 U18

21 田井　　花 野田学園高校 山口 88.233 U18

22 麻木　美南 鳥取湖陵高校 鳥取 85.333 U18

23 宮本　真有 開星高校 島根 69.833 U18

24 松井　志乃 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 60.700 U18



2018中国ジュニアスプリング大会
男子-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者
   

1 関西高校 岡山 柏木 悠太郎 [1]  
   柏木 悠太郎 [1]

2   Bye   
     

3 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 大下 敦大   
     

4 出雲北陵中学校 島根 験馬 怜人   
     

5 岡山理大附属高校 岡山 安藤 百次郎 [30]   
     

6 やすいそ庭球部 広島 安達 隆太郎   
     

7 ＴＣＳ 広島 福田 亮真   
     

8 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成   
     Q1

9 ＮＢテニスガーデン 広島 髙村 周成   
     

10 たけなみテニスアカデミー 岡山 片山 稜太   
     

11 ＮＢテニスガーデン 広島 竹下 晴喜   
     

12 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 クリストファー滉生 [21]   
     

13 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 隼征サムウェル   
     

14 出雲北陵高校 島根 北村 洸瑠   
     

15 たけなみテニスアカデミー 岡山 井戸垣 一志   
     

16 美鈴が丘高校 広島 迫 雄太 [17]  
    

17 吉賀町テニス連盟 島根 岩本 晋之介 [2]  
   岩本 晋之介 [2]

18   Bye   
     

19 グリーンストーンヒルズ 広島 河原田 優   
     

20 天満屋遊プラザ 岡山 村上 祐樹   
     

21 ミズノＴＳ岩国 山口 寺西 拓巳 [15]   
     

22 チェリーＴＣ 岡山 中島 大智   
     

23 福山テニス王国 広島 広瀬 貴章   
     

24 グリーンベアーズ 島根 幡原 心   
     Q2

25 岡山理大附属高校 岡山 小川 隼人   
     

26 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田 歩志   
     

27 福山テニス王国 広島 廣川 湧真   
     

28 関西高校 岡山 長原 潤 [28]   
     

29 MRA・サザンクロスTC 広島 杉原 優太   
     

30 関西高校クラブ 岡山 高木 翼   
     

31   Bye   
   藤高 聡真 [9]  

32 チェリーＴＣ 岡山 藤高 聡真 [9]  
    



33 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川 桂輔 [3]  
   宮川 桂輔 [3]

34   Bye   
     

35 岡山学芸館高校 岡山 山野 海   
     

36 福山テニス王国 広島 中務 海渡   
     

37 鳥取東高校 鳥取 松本 龍我 [20]   
     

38 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 藤井 祐大   
     

39 岡山学芸館高校 岡山 堀 光喜   
     

40 やすいそ庭球部 広島 坂根 和季   
     Q3

41 チェリーＴＣ 岡山 葛上 堅太   
     

42 広陵高校 広島 久富 昭拓   
     

43 ＮＢテニスガーデン 広島 中島 蓮翔   
     

44
グリーンストーンヒルズ＋Ｊ岡
山 岡山 塚原 歩己 [32]   
     

45 関西高校 岡山 松尾 寛志   
     

46 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 猪原 雅久人   
     

47 出雲北陵高校 島根 岡 航輔   
     

48 チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 [23]  
    

49 開星中学校 島根 角 陽太 [4]  
   角 陽太 [4]

50   Bye   
     

51 県立広島高校 広島 塩沢 晴吾   
     

52 松江工業高校 島根 渡部 陽也   
     

53 岡山学芸館高校 岡山 村田 智哉 [12]   
     

54 山口テニスアカデミー 山口 大前 勇登   
     

55 福山テニス王国 広島 杉之原 智生   
     

56 チェリーＴＣ 岡山 小池 深裕   
     Q4

57 岡山理大附属高校 岡山 水河 隼人   
     

58 県立広島高校 広島 濱西 爽   
     

59 岡山学芸館高校 岡山 難波 亨介   
     

60 やすいそ庭球部 広島 竹野 友都 [14]   
     

61 MRA・サザンクロスTC 広島 鳥谷部 峻史   
     

62 関西高校 岡山 岡上 直暉   
     

63 米子北斗中学校 鳥取 清水 創司   
     

64 岡山理大附属高校 岡山 岡田 星翔 [26]  
    



65 山口サングリーンＴＣ 山口 木本 達也 [5]  
   木本 達也 [5]

66   Bye   
     

67 岡山学芸館高校 岡山 島村 海渡   
     

68 ノア・インドアステージ広島西 広島 奥田 麟太郎   
     

69 美鈴が丘高校 広島 門脇 空志 [10]   
   門脇 空志 [10]  

70   Bye   
     

71 岡山学芸館高校 岡山 立石 賀津紀   
     

72 やすいそ庭球部 広島 浜岡 柊生   
     Q5

73 岡山学芸館高校 岡山 金谷 照仁   
     

74 広島城北高校 広島 小林 鷹雅   
     

75 福山テニス王国 広島 広瀬 智章   
     

76 大和オレンジボールＴＣ 山口 上田 吏恩 [16]   
     

77 修道高校 広島 大川 裕貴   
     

78 チェリーＴＣ 岡山 浅野 圭祐   
     

79 県立広島高校 広島 折見 将太   
     

80 岡山理大附属高校 岡山 岩本 尚起 [19]  
    

81 岡山理大附属高校 岡山 池畠 大生 [6]  
   池畠 大生 [6]

82   Bye   
     

83 福山テニス王国 広島 福原 勇我   
     

84 日生中学校 岡山 万道 麻央   
     

85 やすいそ庭球部 広島 中村 優太 [24]   
     

86 関西高校 岡山 岸本 颯人   
     

87 岡山学芸館高校 岡山 湊 尊仁   
     

88 福山テニス王国 広島 髙橋 俊樹   
     Q6

89 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村 亮世   
     

90 柳生園ＴＣ 岡山 村上 慈英   
     

91   Bye   
   辻 理人 [11]  

92 岡山理大附属高校 岡山 辻 理人 [11]   
     

93 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉 脩嗣   
     

94 フリー 広島 磯田 友矩   
     

95 福山テニス王国 広島 辻 颯真   
     

96 米子北斗中学校 鳥取 笠岡 遥之 [31]  
    



97 山口テニスアカデミー 山口 桑原 慶太 [7]  
   桑原 慶太 [7]

98   Bye   
     

99 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村 瑛紀   
     

100 ミズノＴＳ 山口 伊藤 陽太   
     

101 米子北斗高校 鳥取 玉田 一成 [18]   
     

102 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木 唯人   
     

103 ＮＢテニスガーデン 広島 秋月 海星   
     

104 関西高校 岡山 藤井 遼太郎   
     Q7

105 ハチヤＴＳ 岡山 小野 舜平   
     

106 城北高校 広島 二宮 響   
     

107 五日市高校 広島 坂本 雄飛   
     

108 西京高校 山口 上田 慨也 [29]   
     

109 岡山学芸館高校 岡山 片岡 優樹   
     

110 みなみ坂TS 広島 藤井 翔太   
     

111 関西高校 岡山 三好 龍也   
     

112 福山テニス王国 広島 広瀬 輝明 [13]  
    

113 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田 唯楓 [8]  
   岡田 唯楓 [8]

114   Bye   
     

115 福山テニス王国 広島 工藤 翼   
     

116 岡山学芸館高校 岡山 山田 和樹   
     

117 岩国高校 山口 森脇 雄大 [27]   
     

118 岡山学芸館高校 岡山 藤田 光希   
     

119 福山テニス王国 広島 寺田 涼太郎   
     

120 チェリーＴＣ 岡山 片山 豪太   
     Q8

121 MRA・サザンクロスTC 広島 村上 広大   
     

122 石川ＴＳ 岡山 山口 巧   
     

123 関西高校 岡山 関藤 裕貴   
     

124 やすいそ庭球部 広島 河﨑 智也 [25]   
     

125 福山テニス王国 広島 寺田 海人   
     

126 ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑 誠   
     

127 やすいそ庭球部 広島 大西 瑛士   
     

128 山口テニスアカデミー 山口 柴田 昂樹 [22]  
   
  



2018中国ジュニアスプリング大会
女子-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者
   

1 広陵高校 広島 牧 由貴菜 [1]  
   牧 由貴菜 [1]

2   Bye   
     

3 グリーンベアーズ 島根 上山 夕貴   
     

4 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田 夏帆   
     

5 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 西本 稲音 [23]   
   西本 稲音 [23]  

6   Bye   
     

7 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆   
     

8 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花   
     Q1

9 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部 桃子   
     

10 岡山芳泉高校 岡山 片山 帆希   
     

11   Bye   
   片山 美咲 [18]  

12 鳥取城北高校 鳥取 片山 美咲 [18]   
     

13 西京高校 山口 林 愛梨   
     

14 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲   
     

15   Bye   
   和気 紀佳 [20]  

16 山陽女子高校 岡山 和気 紀佳 [20]  
    

17 グリーンベアーズ 島根 横田 七帆 [2]  
   横田 七帆 [2]

18   Bye   
     

19 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島 莉良   
     

20 安田女子高校 広島 上土井 佑美香   
     

21 就実高校 岡山 遠部 遥菜 [27]   
   遠部 遥菜 [27]  

22   Bye   
     

23 安田女子高校 広島 大久保 陽菜   
     

24 岡山学芸館高校 岡山 児野 未弥   
     Q2

25 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家 早都   
     

26 広陵高校 広島 服部 紗希   
     

27   Bye   
   内田 結子 [32]  

28 ラスタットＴＣ 岡山 内田 結子 [32]   
     

29 安田女子高校 広島 寺尾 悠里   
     

30 岡山城東高校 岡山 中村 優那   
     

31   Bye   
   浜家 奈生 [30]  

32 倉吉東高校 鳥取 浜家 奈生 [30]  
    



33 山陽女子中学校 岡山 石川 こころ [3]  
   石川 こころ [3]

34   Bye   
     

35 福山テニス王国 広島 宇根 小百々   
     

36 倉敷鷲羽高校 岡山 岡本 実佳   
     

37 柳生園ＴＣ 岡山 坂井 愛悠 [29]   
   坂井 愛悠 [29]  

38   Bye   
     

39 野田学園高校 山口 竹内 梨央   
     

40 安田女子高校 広島 土井 梨瑚   
     Q3

41 グリーンベアーズ 島根 塩田 侑良   
     

42 美鈴が丘高校 広島 白神 佳菜   
     

43   Bye   
   長原 櫻 [19]  

44 ラスタットＴＣ 岡山 長原 櫻 [19]   
     

45 天満屋遊プラザ 岡山 角南 瑠衣   
     

46 安田女子高校 広島 山内 紬楽   
     

47   Bye   
   青梨 里咲 [28]  

48 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨 里咲 [28]  
    

49 アルファＴＣ 山口 牛尾 真夕 [4]  
   牛尾 真夕 [4]

50   Bye   
     

51 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山 華子   
   亀山 華子  

52   Bye   
     

53 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈 [9]   
   河野 彩奈 [9]  

54   Bye   
     

55 安田女子高校 広島 坂田 理子   
     

56 岡山城東高校 岡山 森田 実歩   
     Q4

57 安田女子高校 広島 清水 美那   
     

58 米子北斗中学校 鳥取 岩井 萌花   
     

59   Bye   
   渡邊 多笑 [16]  

60 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 [16]   
     

61 岡山芳泉高校 岡山 三好 杏実   
     

62 やすいそ庭球部 広島 岸 乃梨香   
     

63   Bye   

   不田 妃芽乃 [10]  
64 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 不田 妃芽乃 [10]  

    



65 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [5]  
   井上 佳苗 [5]

66   Bye   
     

67 安田女子高校 広島 渡邉 美咲   
     

68 TC　ART 岡山 齋藤 優寧   
     

69 山口テニスアカデミー 山口 寺尾 美月 [21]   
   寺尾 美月 [21]  

70   Bye   
     

71 岡山城東高校 岡山 溝渕 理皇   
     

72 広陵高校 広島 山本 海生   
     Q5

73 庭球館 広島 西村 茉莉   
     

74 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家 果子   
     

75   Bye   
   内田 さくら [24]  

76 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田 さくら [24]   
     

77 山陽女子中学校 岡山 丸山 紗奈   
     

78 みなみ坂ＴＳ 広島 中澤 紀保   
     

79   Bye   

   同前 華伶来 [12]  
80 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 同前 華伶来 [12]  

    
81 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [6]  

   大髙 智咲 [6]
82   Bye   

     
83 石川ＴＳ 岡山 菱川 夏奈   

     
84 西京高校 山口 柏村 彩菜   

     
85 岡山学芸館高校 岡山 橋本 有花 [11]   

   橋本 有花 [11]  
86   Bye   

     
87 山陽女子中学校 岡山 金光 智慧   

     
88 広島なぎさ高校 広島 松井 江美里   

     Q6
89 美鈴が丘高校 広島 増本 瑞希   

     
90 就実高校 岡山 片岡 亜友   

     
91   Bye   

   平林 さち [15]  
92 開星高校 島根 平林 さち [15]   

     
93 福山テニス王国 広島 定岡 那柚   

     
94 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞   

     
95   Bye   

   中島 愛梨 [14]  
96 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 中島 愛梨 [14]  

    



97 ミズノＴＳ 山口 藤田 菜々子 [7]  
   藤田 菜々子 [7]

98   Bye   
     

99 たけなみテニスアカデミー 岡山 安井 すず   
     

100 美鈴が丘高校 広島 河本 ちはる   
     

101 岡山城東高校 岡山 竹原 奈那 [17]   
   竹原 奈那 [17]  

102   Bye   
     

103 TC　ART 岡山 櫛橋 菜々   
     

104 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 古谷 奏波   
     Q7

105 安田女子高校 広島 本名 李早   
     

106 岡山学芸館高校 岡山 中本 依舞   
     

107   Bye   
   河野 歩花 [26]  

108 ＮＢテニスガーデン 広島 河野 歩花 [26]   
     

109 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子   
     

110 安田女子高校 広島 野地 ゆりな   
     

111   Bye   

   中島 亜希子 [22]  
112 美鈴が丘高校 広島 中島 亜希子 [22]  

    
113 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 [8]  

   藤永 萌花 [8]
114   Bye   

     
115 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 カトリーヌ瑞侑   

     
116 サニーＴＳ 鳥取 野々村 有美   

     
117 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥 [13]   

   原田 遥 [13]  
118   Bye   

     
119 米子高専 鳥取 野々村 歩実   

     
120 安田女子高校 広島 𠮷𠮷田 花菜   

     Q8
121 美鈴が丘高校 広島 浅井 優菜   

     
122 岡山学芸館高校 岡山 松本 梨沙   

     
123   Bye   

   上野 京香 [31]  
124 やすいそ庭球部 広島 上野 京香 [31]   

     
125 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 小林 愛莉   

     
126 トゥネＴＣ 山口 三浦 珂菩   

     
127   Bye   

   井上 季子 [25]  
128 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 [25]  
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