
中国･四国チャレンジマッチ

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 吉賀町テニス連盟 島根 岩本 晋之介 [1]  

   岩本 晋之介 [1]
2 WINNER 愛媛 武田 仁 6-1 6-3  

    岩本 晋之介 [1]
3 ＭＲＳ 高知 片岡 駿  6-1 6-2

   中原 陽  
4 チェリーＴＣ 岡山 中原 陽 6-3 6-2  

    岩本 晋之介 [1]
5 西京高校 山口 寺西 拓巳  6-4 6-3

   寺西 拓巳  
6 ＦＳＳ 高知 上岡 波留 6-2 6-3  

    宮川 桂輔 [7]
7 アップデイト 香川 二條 昂佑  6-4 6-2

   宮川 桂輔 [7]  
8 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川 桂輔 [7] 6-2 6-4  

    丹下 颯希 [4]
9 WINNER 愛媛 丹下 颯希 [4]  7-6(3) 6-3

   丹下 颯希 [4]  
10 広陵高校 広島 中島 蓮翔 6-0 6-3  

    丹下 颯希 [4]
11 高知学芸中 高知 土居 凜  6-1 6-0

   松浦 諄成  
12 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成 6-2 6-4  

    丹下 颯希 [4]
13 吉賀町テニス連盟 島根 河内 優和  6-4 6-2

   市川 颯人  
14 高知中 高知 市川 颯人 6-1 6-1  

    薦田 直哉 [5]
15 ラスタットＴＣ 岡山 吉原 幹人  6-2 6-1

   薦田 直哉 [5]  
16 HIROテニスカレッジ 徳島 薦田 直哉 [5] 6-3 6-2  

    丹下 颯希 [4]
17 開星中学校 島根 角 陽太 [6]  7-5 6-2

   角 陽太 [6]  
18 トキワＴＣ 香川 藤田 真叶 6-4 6-2  

    柴田 昂樹

19 山口テニスアカデミー 山口 柴田 昂樹  6-3 6-4
   柴田 昂樹  

20 WINNER 愛媛 武方 駿哉 7-5 6-3  
    柴田 昂樹

21 山田テニスクラブ 徳島 友成 悠生  5-7 6-4 [10-7]
   小野 クリストファー滉生  

22 たけなみＴＡ 岡山 小野 クリストファー滉生 6-4 6-2  
    中本 悠水 [3]

23 屋島ＴＣ 香川 楠 波琉音  6-1 6-3
   中本 悠水 [3]  

24 やすいそ庭球部 広島 中本 悠水 [3] 6-0 6-0  
    大島 望 [2]

25 ウインTC 愛媛 成松 孝彦 [8]  6-4 4-6 [10-8]
   上田 吏恩  

26 大和オレンジボールＴＣ 山口 上田 吏恩 6-3 6-1  
    毛利 仁嘉

27 山田テニスクラブ 徳島 松田 悠晏  6-7(4) 6-1 [10-6]
   毛利 仁嘉  

28 石川ＴＳ 岡山 毛利 仁嘉 6-2 6-0  
    大島 望 [2]

29 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希  6-2 6-1
   大下 翔希  

30 アップデイト 香川 熊野 宗太 7-5 6-2  
    大島 望 [2]

31 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田 唯楓  7-5 6-4
   大島 望 [2]  

32 屋島ＴＣ 香川 大島 望 [2] 7-6(4) 6-0
    
  順位 3-4 岩本 晋之介 [1]  
   岩本 晋之介 [1]
  柴田 昂樹 6-3 7-5
   
  



男子シングルス - 順位 5-16
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8 宮川 桂輔 [7]  
   宮川 桂輔 [7]
  薦田 直哉 [5] 6-2 6-3  
    宮川 桂輔 [7]
  中本 悠水 [3]  6-3 7-6(3)
   毛利 仁嘉  
  毛利 仁嘉 7-5 6-4
   
  順位 7-8 薦田 直哉 [5]  
   中本 悠水 [3]

  中本 悠水 [3] 6-7(3) 7-6(5) [10-7]
    
  順位 9-16 中原 陽  
   寺西 拓巳

  寺西 拓巳 6-4 5-7 [10-6]  
    寺西 拓巳

  松浦 諄成  6-1 7-6(3)
   松浦 諄成  
  市川 颯人 7-5 6-0  
    上田 吏恩

  角 陽太 [6]  6-3 6-2
   角 陽太 [6]  
  小野 クリストファー滉生 7-5 6-7(2) [10-7]  
    上田 吏恩

  上田 吏恩  6-7(5) 6-1 [10-7]
   上田 吏恩  
  大下 翔希 7-5 6-2
    
  順位 11-12 松浦 諄成  
   角 陽太 [6]
  角 陽太 [6] 7-6(6) 7-5
    
  順位 13-16 中原 陽  
   中原 陽
  市川 颯人 6-2 6-0  
    大下 翔希

  小野 クリストファー滉生  6-4 6-2
   大下 翔希  
  大下 翔希 6-0 6-2
   
  順位 15-16 市川 颯人  
   小野 クリストファー滉生 

  小野 クリストファー滉生 6-3 6-1
   
  



男子シングルス - 順位 17-32
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 17-24 武田 仁  
   武田 仁
  片岡 駿 7-5 3-6 [10-8]  
    二條 昂佑

  上岡 波留  6-2 6-0
   二條 昂佑  
  二條 昂佑 7-5 7-6(6)  
    吉原 幹人

  中島 蓮翔  6-4 6-4
   中島 蓮翔  
  土居 凜 6-4 4-6 [10-5]  
    吉原 幹人

  河内 優和  6-3 6-2
   吉原 幹人  
  吉原 幹人 6-4 4-6 [10-8]  
    吉原 幹人

  藤田 真叶  7-5 7-5
   武方 駿哉  
  武方 駿哉 6-3 6-2  
    武方 駿哉

  友成 悠生  3-0 Ret.
   友成 悠生  
  楠 波琉音 6-4 6-4  
    岡田 唯楓

  成松 孝彦 [8]  6-2 6-4
   成松 孝彦 [8]  
  松田 悠晏 6-2 6-1  
    岡田 唯楓

  熊野 宗太  6-2 6-0
   岡田 唯楓  
  岡田 唯楓 6-4 6-4
    
  順位 19-20 二條 昂佑  
   武方 駿哉

  武方 駿哉 1-6 6-4 [10-6]
    
  順位 21-24 武田 仁  
   中島 蓮翔

  中島 蓮翔 6-0 6-2  
    中島 蓮翔

  Bye  6-2 6-2
   成松 孝彦 [8]  
  成松 孝彦 [8]  
   
  順位 23-24 武田 仁  
   武田 仁
  Bye  
    
  順位 25-32 片岡 駿  
   上岡 波留

  上岡 波留 6-3 7-5  
    河内 優和

  土居 凜  6-3 6-4
   河内 優和  
  河内 優和 6-3 6-4  
    熊野 宗太

  藤田 真叶  7-6(4) 6-4
   藤田 真叶  
  楠 波琉音 4-6 6-2 [13-11]  
    熊野 宗太

  松田 悠晏  6-2 2-6 [10-6]
   熊野 宗太  
  熊野 宗太 6-2 7-5
    
  順位 27-28 上岡 波留  
   上岡 波留

  藤田 真叶 6-0 6-1
    
  順位 29-32 片岡 駿  
   土居 凜
  土居 凜 6-2 6-2  
    土居 凜
  楠 波琉音  4-6 6-2 [10-4]
   楠 波琉音  
  松田 悠晏 6-0 6-1
   
  順位 31-32 片岡 駿  
   片岡 駿
  松田 悠晏 7-6(3) 6-3
   



中国･四国チャレンジマッチ

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島 玲亜 [1]  

   中島 玲亜 [1]
2 フォーレスト 香川 市原 小梅 6-1 6-0  

    中島 玲亜 [1]
3 松山西中等教育学校 愛媛 本田 ひまり  6-3 6-2

   横田 七帆  
4 開星高校 島根 横田 七帆 6-1 6-3  

    中島 玲亜 [1]
5 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 西本 稲音  6-0 6-1

   近藤 唯  
6 WINNER 愛媛 近藤 唯 7-6(5) 1-6 [10-7]  

    原田 遥
7 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥  4-6 6-0 [10-2]

   原田 遥  
8 ＢＵＺＺ 香川 堀家 那菜 [6] 6-3 6-2  

    中島 玲亜 [1]
9 今治明徳中 愛媛 濱田 暖菜 [3]  6-0 6-1

   藤本 麻璃花  
10 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花 6-3 6-2  

    藤本 麻璃花

11 チェリーＴＣ 岡山 同前 華伶来  6-1 6-4
   同前 華伶来  

12 ローランギャロ 香川 戸田 莉生 6-1 6-3  
    藤本 麻璃花

13 山口テニスアカデミー 山口 寺尾 美月  5-7 6-4 [10-4]
   寺尾 美月  

14 リアンテニスチーム 愛媛 日詰 梓 6-0 6-0  
    寺尾 美月

15 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓  6-1 3-6 [10-4]
   大平 一花 [7]  

16 ローランギャロ 香川 大平 一花 [7] 1-6 6-3 [10-8]  
    吉本 菜月 [4]

17 山陽女子中学校 岡山 石川 こころ [8]  6-2 6-4
   石川 こころ [8]  

18 高松北中学校 香川 土谷 凜 6-0 6-2  

    石川 こころ [8]
19 愛媛トレセン 愛媛 坪内 歩実  6-1 6-1

   上野 京香  
20 やすいそ庭球部 広島 上野 京香 6-1 6-0  

    吉本 菜月 [4]
21 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈  6-3 6-4

   河野 彩奈  
22 WINNER 愛媛 田中 唯羽 6-2 6-0  

    吉本 菜月 [4]
23 土佐中 高知 山田 芽依  6-2 6-1

   吉本 菜月 [4]  
24 アルファＴＣ 山口 吉本 菜月 [4] 6-0 6-0  

    吉本 菜月 [4]
25 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [5]  6-2 6-1

   井上 佳苗 [5]  
26 リアンテニスチーム 愛媛 石川 伽音 6-1 6-2  

    渡邊 多笑

27 高松北中学校 香川 向井 悠花  6-3 6-3
   渡邊 多笑  

28 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 6-1 6-1  
    藤永 萌花

29 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨 里咲  6-1 6-4
   藤永 萌花  

30 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 7-5 6-3  
    藤永 萌花

31 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲  6-0 6-1
   大髙 智咲  

32 松山西中等教育学校 香川 阪口 明香 [2] 1-6 6-4 [10-8]
    
  順位 3-4 藤本 麻璃花  
   藤永 萌花

  藤永 萌花 6-1 6-0
   



  

女子シングルス - 順位 5-16
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8 原田 遥  
   原田 遥
  寺尾 美月 6-0 6-4  
    原田 遥
  石川 こころ [8]  2-6 6-2 [10-2]

   石川 こころ [8]  
  渡邊 多笑 6-1 6-0
   
  順位 7-8 寺尾 美月  
   寺尾 美月

  渡邊 多笑 4-6 6-3 [10-6]
    
  順位 9-16 横田 七帆  
   横田 七帆

  近藤 唯 6-2 6-1  
    横田 七帆

  同前 華伶来  6-3 6-1
   大平 一花 [7]  
  大平 一花 [7] 6-4 6-1  
    横田 七帆

  上野 京香  6-2 6-1
   河野 彩奈  
  河野 彩奈 6-4 6-1  
    井上 佳苗 [5]
  井上 佳苗 [5]  6-2 6-1
   井上 佳苗 [5]  
  大髙 智咲 6-4 6-4
    
  順位 11-12 大平 一花 [7]  
   大平 一花 [7]
  河野 彩奈 6-1 6-4
    
  順位 13-16 近藤 唯  
   近藤 唯
  同前 華伶来 3-6 7-5 [13-11]  
    大髙 智咲

  上野 京香  6-2 6-1
   大髙 智咲  
  大髙 智咲 6-1 5-7 [10-7]
   
  順位 15-16 同前 華伶来  
   上野 京香

  上野 京香 6-0 7-6(7)
   
  



女子シングルス - 順位 17-32
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 17-24 市原 小梅  
   本田 ひまり

  本田 ひまり 7-6(9) 6-3  
    堀家 那菜 [6]
  西本 稲音  6-2 6-3
   堀家 那菜 [6]  
  堀家 那菜 [6] 6-4 6-4  
    片山 皓
  濱田 暖菜 [3]  6-1 6-3
   濱田 暖菜 [3]  
  戸田 莉生 6-0 6-2  
    片山 皓
  日詰 梓  6-2 6-1
   片山 皓  
  片山 皓 6-0 6-0  
    青梨 里咲

  土谷 凜  6-3 6-0
   土谷 凜  
  坪内 歩実 6-4 6-0  
    土谷 凜
  田中 唯羽  6-3 6-2
   山田 芽依  
  山田 芽依 6-3 6-2  
    青梨 里咲

  石川 伽音  6-0 6-1
   石川 伽音  
  向井 悠花 6-1 7-5  
    青梨 里咲

  青梨 里咲  6-1 6-1
   青梨 里咲  
  阪口 明香 [2] 6-1 6-1
    
  順位 19-20 堀家 那菜 [6]  
   堀家 那菜 [6]
  土谷 凜 6-1 6-2
    
  順位 21-24 本田 ひまり  
   濱田 暖菜 [3]
  濱田 暖菜 [3] 6-4 6-4  
    濱田 暖菜 [3]
  山田 芽依  6-4 6-3
   石川 伽音  
  石川 伽音 6-1 7-5
   
  順位 23-24 本田 ひまり  
   本田 ひまり

  山田 芽依 6-1 6-1
    
  順位 25-32 市原 小梅  
   市原 小梅

  西本 稲音 6-1 6-3  
    市原 小梅

  戸田 莉生  6-4 6-3
   戸田 莉生  
  日詰 梓 6-2 6-7(5) [10-5]  
    阪口 明香 [2]
  坪内 歩実  6-4 7-6(6)
   田中 唯羽  
  田中 唯羽 7-5 6-4  
    阪口 明香 [2]
  向井 悠花  6-0 6-2
   阪口 明香 [2]  
  阪口 明香 [2] 6-0 6-3
    
  順位 27-28 戸田 莉生  
   戸田 莉生

  田中 唯羽 6-2 6-4
    
  順位 29-32 西本 稲音  
   西本 稲音

  日詰 梓 6-1 6-0  
    西本 稲音

  坪内 歩実  6-1 6-2
   向井 悠花  
  向井 悠花 6-3 7-6(2)
   
  順位 31-32 日詰 梓  
   日詰 梓
  坪内 歩実 6-2 6-4
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