
関係各位
山口県テニス協会

ジュニア委員長　川武郷

２０１８中国オープンジュニア山口大会の仮ドローをお知らせします。

今回は、参加者多数により、コンソレーション（初戦敗者のみ）は

大会２日目に行います。

なお、大会初日は、以下のとおりで行う予定です。

Ｕ１２男子はベスト１６　または　ベスト３２まで

Ｕ１２女子はベスト８　または　ベスト１６まで

Ｕ１４・１６男女はベスト４　または　ベスト８まで

氏名・所属先に訂正がありましたら、３月２４日（土）までに

山口県ジュニア委員会　川武までお知らせ願います。

尚、欠場の場合でも参加料は頂きますのでご注意願います。

（支払方法：大会参加者に預ける／銀行振込／現金書留）

大会欠場等の連絡はジュニア委員会　川武までお願いします。

○携帯　０９０－４１０２－３９８５

○メール　mcenroe@jcom.home.ne.jp

以上

平成30年3月22日

山口県ジュニア委員会　川武（かわたけ）
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試合開始（予定）

9:10

10:30

13:00

9:10

11:00

13:00

ディレクター 川武　郷

レフェリー 村川　洋　　　　市川　倭文枝

進行 山口県ジュニア委員

１．試合方法

※ 今回は参加者多数により、コンソレーションは２日目に行います。

コンソレーションを希望する選手は、初日試合終了後本部に届けて下さい。

★天候その他の事情により、試合方法及び会場を変更することもあります。

２．試合前の練習はサービス４本とします。

３．遅刻に対するペナルティーなど、その他のルールはＪＴＡルールを採用します。

４．試合はセルフジャッジです。サーバーはポイントやゲームのコールを相手に聞こえるように
　　大きな声でして下さい。

５．選手は進行板に注意して、前の試合が終わったら直ちにコートに入って試合を行って下さい。

６．試合終了後、勝者は速やかにボールと進行板に貼ってある自分のカードを本部に届けて下さい。

７．開会式は行いません。受付、参加料（２１００円）は各選手が届けてください。

８．雨天などにより試合の有無が不明な場合でも、定刻には会場に集合して下さい。

９．コート外からのアドバイスやジャッジに関する抗議等を一切禁止します。
　　選手はジュニアらしい態度で試合に臨むこと。

10．体調の悪い場合は無理して試合をせずに勇気を持って棄権して下さい。

　　 各コートのシングルスティック、スコアボードを倉庫から出して練習を始めて下さい。

12．ごみは必ず各自で持ち帰ること。

１）　ラインジャッジ等の判定に関して、口出しすることをお控え下さい。
２）　好プレーに対しては、敵味方関係なく、惜しみない拍手をお願いします。
３）　逆に、いずれのプレイヤーのエラーに対する拍手はご遠慮下さい。

大会日程

大会役員

受付締切

★　受付は各種目の受付締切時間までに行ってください。（２日目も必ず受付をしてください。）★

１セットマッチ（6-6タイブレーク）

12:45

※
前
日
の
残
り
※

観客のみなさんへ・・・お願い

諸注意・連絡事項

　※４月２日（月）１６：００に本部にて発表します。

※

4月2日（月）

4月3日（火）

※

コンソレーション（初戦敗者のみ。１回限り） ６ゲーム先取（ノーアド）

※
コ
ン
ソ
レ
ー

シ
ョ

ン
※

11．練習コートは各選手交代で練習して下さい。（ 8:00～8:15 / 8:15～8:30 / 8:30～8:45 / 8:45～9:00 )

Ｕ１４男子シングルス

Ｕ１２女子シングルス

4月4日（水） 予備日

Ｕ１４女子シングルス

Ｕ１４男子シングルス

Ｕ１６男子シングルス

試合会場

岩国市運動公園
テニスコート

維新百年記念公園
テニス場

岩国市運動公園
テニスコート

種             目

本戦、３位決定戦

Ｕ１６男子シングルス

Ｕ１２男子シングルス

Ｕ１２女子シングルス

Ｕ１４女子シングルス

Ｕ１６女子シングルス

8:40

※

※
維新百年記念公園

テニス場

Ｕ１２男子シングルス

13．大会欠場等の連絡先　山口県ジュニア委員会　川武（かわたけ）　携帯：０９０－４１０２－３９８５

10:15

12:45

8:40

10:45

Ｕ１６女子シングルス

維新百年記念公園テニス場

岩国市運動公園テニスコート

仮ドロー発表後の欠場は 
参加料を頂きます。 
 ●大会参加者に預ける 
 ●銀行振込 
 ●現金書留 



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
   

1 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 脩真 [1] 33 山口テニスアカデミー 山口 岸田 昊生 [8] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 ふくいＴＣ 山口 畚野 太佑 35 加茂遊学ＳＣ 島根 渡部 朔也 

      
4 境港ジュニア 鳥取 中田 優太 36 たけなみテニスアカデミー 岡山 岸 大凱 

      
5 福山テニス王国 広島 広瀬 貴章 37 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村 瑛紀 

      
6   Bye 38   Bye 

      
7   Bye 39   Bye 

      
8 レノファ山口 山口 正木 光 40 ＪＦＴＣ 岡山 遠藤 翔 

      
9 やすいそ庭球部 広島 藤川 純大 41 たけなみテニスアカデミー 岡山 岸 剛生 

      
10   Bye 42   Bye 

      
11   Bye 43   Bye 

      
12 たけなみテニスアカデミー 岡山 髙森 太吏郎 44 ふくいＴＣ 山口 畚野 太志 

      
13 山口テニスアカデミー 山口 達川 侑徳 45 チェリーＴＣ 岡山 平松 和弥 

      
14 ＴＳＣ　Ｊｒ． 島根 小櫻 空芽 46 やすいそ庭球部 広島 川元 晴空 

      
15   Bye 47   Bye 

      
16 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 春咲 48 ツルガハマＴＣ 山口 森永 陽大 

      
17 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田中 啓介 [16] 49 やすいそ庭球部 広島 藤原 陸 [9] 

      
18   Bye 50   Bye 

      
19 たけなみテニスアカデミー 岡山 髙森 孔之祐 51 天満屋遊プラザ 岡山 古川 煌純 

      
20 ノア・インドアステージ広島西 広島 小林 翠 52 カトウＴＣ 山口 田中 暁 

      
21 レノファ山口 山口 歌房 拓斗 53 グリーンベアーズ 島根 成田 優 

      
22   Bye 54   Bye 

      
23   Bye 55   Bye 

      
24 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 遥希 56 レノファ山口 山口 松永 知之 

      
25 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島 璃人 57 ラスタットＴＣ 岡山 片山 咲風 

      
26 サニーＴＳ 鳥取 小森 隼也 58   Bye 

      
27   Bye 59   Bye 

      
28 山口テニスアカデミー 山口 長谷川 和真 60 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 咲玖 

      
29 いのうえＴＧ 山口 山本 直生 61 レノファ山口 山口 岩尾 大成 

      
30 ラスタットＴＣ 岡山 浜田 理壱 62 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 やすいそ庭球部 広島 川元 秀五 64 やすいそ庭球部 広島 松岡 洸希 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（１）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

65 たけなみテニスアカデミー 岡山 高橋 廉汰朗 [4] 97 柳生園ＴＣ 岡山 青木 佑仁 [6] 

      
66   Bye 98   Bye 

      
67 ＪＴＣ 島根 吉村 拓海 99 福山テニス王国 広島 広瀬 慶明 

      
68 やすいそ庭球部 広島 山﨑 光 100 トゥネＴＣ 山口 藤本 笙 

      
69 いのうえＴＧ 山口 光井 遥人 101 グリーンベアーズ 島根 幡原 創 

      
70   Bye 102   Bye 

      
71   Bye 103   Bye 

      
72 ノア・インドアステージ広島西 広島 萬屋 慎太郎 104 やすいそ庭球部 広島 酒井 元 

      
73 ラスタットＴＣ 岡山 花岡 希光 105 ふくいＴＣ 山口 飯田 要 

      
74   Bye 106   Bye 

      
75   Bye 107   Bye 

      
76 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉 108 柳生園ＴＣ 岡山 宮本 浩弥 

      
77 岩国ジュニアＴＣ 山口 松村 蓮 109 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 岩見 俊輝 

      
78 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 川口 颯太 110 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 藤重 現大 

      
79   Bye 111   Bye 

      
80 柳生園ＴＣ 岡山 藤野 圭汰 112 ＪＦＴＣ 岡山 柏木 捷太郎 

      
81 ハチヤＴＳ 岡山 講元 大祈 [13] 113 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村 優生 [10] 

      
82   Bye 114   Bye 

      
83 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森原 千一郎 115 ノア・インドアステージ広島西 広島 小林 碧 

      
84 周南ジュニアＴＳ 山口 津山 和翔 116 ＪＦＴＣ 岡山 江原 直太 

      
85 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 出垣 遼 117 境港ジュニア 鳥取 大根 虎太郎 

      
86   Bye 118   Bye 

      
87   Bye 119   Bye 

      
88 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石 一樹 120 レノファ山口 山口 久保田 海斗 

      
89 大和オレンジボールＴＣ 山口 阿部 匠太朗 121 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 升谷 康佑 

      
90   Bye 122   Bye 

      
91   Bye 123   Bye 

      
92 柳生園ＴＣ 岡山 遠藤 翔 124 ツルガハマＴＣ 山口 三吉 真叶 

      
93 グリーンベアーズ 島根 松本 翼 125 レノファ山口 山口 奥田 将人 

      
94 柳生園ＴＣ 岡山 西山 大和 126 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 宮本 青昊 

      
95   Bye 127   Bye 

      
96 ルーセントＴＡ熊本 熊本 佐藤 仁星 128 柳生園ＴＣ 岡山 中川 輝里 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（２）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県

      
129 ラスタットＴＣ 岡山 石津 雄大 161 たけなみテニスアカデミー 岡山 中原 寛 

      
130   Bye 162   Bye 

      
131 ＮＢテニスガーデン 広島 三好 啓斗　 163 山口テニスアカデミー 山口 石田 誠志郎 

      
132 トゥネＴＣ 山口 木花 蒼空 164 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平 

      
133 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 川合 康太 165 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺 慶太 

      
134   Bye 166   Bye 

      
135   Bye 167   Bye 

      
136 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 栞太 168 Ｔ－ＥＧＧ 兵庫 池畠 舷生 

      
137 サニーＴＳ 鳥取 岸田 拓真 169 みなみ坂ＴＳ 広島 住田 涼成 

      
138   Bye 170   Bye 

      
139   Bye 171   Bye 

      
140 ミズノＴＳ 山口 田中 蓮斗 172 レノファ山口 山口 久保田 悠斗 

      
141 ＮＢテニスガーデン 広島 増村 大吾 173 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹 

      
142 いのうえＴＧ 山口 小野 蓮 174 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 成本 壮一郎 

      
143   Bye 175   Bye 

      
144 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉 脩嗣 [11] 176 ｚｅｓｔ 岡山 相馬 仁寿 [14] 

      
145 ＮＢテニスガーデン 広島 藤山 一千翔 177 石川ＴＳ 岡山 塩田 真大 

      
146   Bye 178   Bye 

      
147 ＪＴＣ 島根 吉村 淳希 179 Ａｔａｒａｓｈｉ　ＴＳ 鳥取 赤井 駿斗 

      
148 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 依英 180 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 岡田 驍 

      
149 たけなみテニスアカデミー 岡山 山口 輝心 181 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野 碧致 

      
150   Bye 182   Bye 

      
151   Bye 183   Bye 

      
152 山口オーサンスＴＣ 山口 石田 槇 184 ＮＢテニスガーデン 広島 池下 侑真 

      
153 いのうえＴＧ 山口 松永 新平 185 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田 陽太 

      
154   Bye 186   Bye 

      
155   Bye 187   Bye 

      
156 ＪＦＴＣ 岡山 佐古 樹陽 188 いのうえＴＧ 山口 山崎 敬史 

      
157 アキラIＴＣ 広島 田中 達也 189 ＴＳＣ　Ｊｒ． 島根 小櫻 央雅 

      
158 ツルガハマＴＣ 山口 梶村 幸永 190 やすいそ庭球部 広島 中島 淳一郎 

      
159   Bye 191   Bye 

      
160 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風 [7] 192 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 [3] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（３）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県

      
193 やすいそ庭球部 広島 梶川 修史 225 ＪＦＴＣ 岡山 阿部 龍之介 

      
194   Bye 226   Bye 

      
195 ラスタットＴＣ 岡山 檜垣 優弥 227 周南ジュニアＴＳ 山口 木下 陽槻 

      
196 いのうえＴＧ 山口 丸山 叶人 228 福山テニス王国 広島 広瀬 智章 

      
197 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 輝 229 ラスタットＴＣ 岡山 浜田 響己 

      
198   Bye 230 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 広島 大川 啓貴 

      
199   Bye 231   Bye 

      
200 大和オレンジボールＴＣ 山口 中島 大悟 232 ツルガハマＴＣ 山口 弘 風音 

      
201 柳生園ＴＣ 岡山 朝原 大翔 233 アルファＴＣ 山口 大方 康平 

      
202   Bye 234   Bye 

      
203   Bye 235   Bye 

      
204 ジョイスポーツＴＣ 山口 田村 真悟 236 スリースター 岡山 石川 聖人 

      
205 たけなみテニスアカデミー 岡山 日田 蒼士 237 ツルガハマＴＣ 山口 村田 真惺 

      
206 グリーンベアーズ 島根 黒川 泰治 238 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 橋口 空弥 

      
207   Bye 239   Bye 

      
208 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺 [12] 240 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗 [15] 

      
209 やすいそ庭球部 広島 大島 碧斗 241 庭球館 広島 徳永 恢良 

      
210   Bye 242   Bye 

      
211 ツルガハマＴＣ 山口 西脇 瑛慈 243 レノファ山口 山口 松村 嘉大 

      
212 グリーンベアーズ 島根 上山 奨天 244 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央 

      
213 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 溝手 倫太朗 245 ラスタットＴＣ 岡山 角南 叶多 

      
214   Bye 246   Bye 

      
215   Bye 247   Bye 

      
216 トゥネＴＣ 山口 岩本 将矢 248 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田 歩志 

      
217 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔 249 みなみ坂ＴＳ 広島 秋山 昊輝 

      
218   Bye 250   Bye 

      
219   Bye 251   Bye 

      
220 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 奏太 252 アルファＴＣ 山口 大方 陵平 

      
221 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉 武光 253 風の国ジュニアＴＣ 島根 古田 真拓 

      
222 境港ジュニア 鳥取 水津 巧稀 254 岩国ジュニアＴＣ 山口 田邉 英琉 

      
223   Bye 255   Bye 

      
224 ラスタットＴＣ 岡山 塚本 真崇 [5] 256 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 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（４）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県

      
1 チェリーＴＣ 岡山 河野 望奈 [1] 33 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [4] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 レノファ山口 山口 長岡 愛 35 ラスタットＴＣ 岡山 志久 舞優 

      
4 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森原 千空 36 境港ジュニア 鳥取 土海 環 

      
5 カトウＴＣ 山口 平田 佳子 37 たけなみテニスアカデミー 岡山 山口 心暖 

      
6   Bye 38   Bye 

      
7   Bye 39   Bye 

      
8 福山テニス王国 広島 永井 支麻 40 みなみ坂ＴＳ 広島 濱崎 永遠 

      
9 山口テニスアカデミー 山口 河野 今日子 41 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山 華子 

      
10   Bye 42   Bye 

      
11 やすいそ庭球部 広島 松本 心羽 43 アルファＴＣ 山口 内田 結心 

      
12 たけなみテニスアカデミー 岡山 中原 由璃子 44 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 渡邉 桜空 

      
13 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 45 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 野口 真里 

      
14 天満屋遊プラザ 岡山 廣澤 真伊 46 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 田中 星瑠 

      
15   Bye 47   Bye 

      
16 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田 早希 [15] 48 アルファＴＣ 山口 大河原 絆愛 [16] 

      
17 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚 [9] 49 さくらＳＳＣ 島根 細木 澪 [10] 

      
18   Bye 50   Bye 

      
19 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 片山 実玖 51 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 広島 安食 文美 

      
20 ツルガハマＴＣ 山口 小林 奈月 52 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 華穂 

      
21 ＮＢテニスガーデン 広島 山科 柚七 53 やすいそ庭球部 広島 田中 愛 

      
22   Bye 54   Bye 

      
23   Bye 55   Bye 

      
24 たけなみテニスアカデミー 岡山 大西 真由 56 ルーセントＴＡ熊本 熊本 笠原 亜美 

      
25 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口 桜 57 山口テニスアカデミー 山口 向山 瑞生 

      
26   Bye 58   Bye 

      
27   Bye 59   Bye 

      
28 ツルガハマＴＣ 山口 弘 咲花 60 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田 里帆 

      
29 やすいそ庭球部 広島 香川 遼 61 ツルガハマＴＣ 山口 梶村 明花 

      
30 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 大村 ひなの 62 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 葵依 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 ラスタットＴＣ 岡山 原田 悠衣 [7] 64 山陽女子中学校 岡山 戸坂 文音 [5] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２女子シングルス（１）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県

      
65 山口サングリーンＴＣ 山口 福永 恭子 [8] 97 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島 莉良 [6] 

      
66   Bye 98   Bye 

      
67 石川ＴＳ 岡山 毛利 恵茉 99 やすいそ庭球部 広島 清田 あいこ 

      
68 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣 100 周南ジュニアＴＳ 山口 谷本 葵 

      
69 たけなみテニスアカデミー 岡山 日田 杷冴 101 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉 

      
70   Bye 102   Bye 

      
71   Bye 103   Bye 

      
72 やすいそ庭球部 広島 平林 愛琉 104 レノファ山口 山口 渡辺 真優 

      
73 トゥネＴＣ 山口 三浦 茜音 105 ＮＢテニスガーデン 広島 藤山 羽優 

      
74   Bye 106   Bye 

      
75   Bye 107   Bye 

      
76 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 優心 108 石川ＴＳ 岡山 佃 咲奈芭 

      
77 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 中村 若那 109 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉 七海 

      
78 やすいそ庭球部 広島 折本 はな 110 庭球館 広島 松永 夢芽 

      
79   Bye 111   Bye 

      
80 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子 [12] 112 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜 [11] 

      
81 ノア・インドアステージ広島西 広島 清瀧 海香 [14] 113 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 玲奈 [13] 

      
82   Bye 114   Bye 

      
83 柳生園ＴＣ 岡山 村上 七菜 115 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐 葵 

      
84 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 広島 行武 涼帆 116 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 広島 行武 奏帆 

      
85 カトウＴＣ 山口 泉 香蓮 117 山口サングリーンＴＣ 山口 田島 梨帆 

      
86 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 芽依 118   Bye 

      
87   Bye 119   Bye 

      
88 天満屋遊プラザ 岡山 森 美優 120 やすいそ庭球部 広島 田中 花 

      
89 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻 早菜 121 ラスタットＴＣ 岡山 原田 萌衣 

      
90   Bye 122   Bye 

      
91   Bye 123   Bye 

      
92 たけなみテニスアカデミー 岡山 中原 萌 124 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内 澪穂 

      
93 Ｉ出雲 島根 須田 優奈 125 ノアジュニアテニスアカデミー倉敷 岡山 神内 彩華 

      
94 アキラIＴＣ 広島 河野 光咲 126 いのうえＴＧ 山口 中川 里彩 

      
95   Bye 127   Bye 

      
96 ラスタットＴＣ 岡山 網田 永遠希 [3] 128 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２女子シングルス（２）



維新百年記念公園テニス場
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

1 吉賀町テニス連盟 島根 岩本 晋之介 [1] 33 チェリーＴＣ 岡山 藤高 聡真 [4] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 いのうえＴＧ 山口 原田 悠希 35 ツルガハマＴＣ 山口 松村 和樹 

      
4 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤 和 36 福山テニス王国 広島 江草 春樹 

      
5 カトウＴＣ 山口 山田 壮汰 37 ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑 誠 

      
6 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸 星羽 38 Ａｔａｒａｓｈｉ　ＴＳ 鳥取 森本 啓太 

      
7 アルファＴＣ 山口 福光 研太 39 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 陽 

      
8 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 颯真 40 レノファ山口 山口 友貞 喜惠 

      
9 レノファ山口 山口 正木 勇気 41 やすいそ庭球部 広島 酒井 和 

      
10 チェリーＴＣ 岡山 浅野 壮祐 42 ツルガハマＴＣ 山口 尾﨑 光琳 

      
11 福山テニス王国 広島 工藤 翼 43 柳生園ＴＣ 岡山 村上 慈英 

      
12 アルファＴＣ 山口 安村 悠希 44 アルファＴＣ 山口 福井 聖人 

      
13 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大田 恵士 45 ラスタットＴＣ 岡山 角南 凌 

      
14 カトウＴＣ 山口 福井 海翔 46 ツルガハマＴＣ 山口 弘 空青 

      
15 トゥネＴＣ 山口 垣内 勇星 47 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 澤井 颯来 

      
16 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島 聖七 [16] 48 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成 [14] 

      
17 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 [9] 49 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井 汰育 [11] 

      
18 カトウＴＣ 山口 安成 束紗 50 ラスタットＴＣ 岡山 杉野 厚太 

      
19 カトウＴＣ 山口 田中 康太 51 アルファＴＣ 山口 千々松 晏生 

      
20 チェリーＴＣ 岡山 中島 叶登 52 やすいそ庭球部 広島 酒井 蓮生 

      
21 山口テニスアカデミー 山口 達川 丈徳 53 グリーンベアーズ 島根 勝部 篤輝 

      
22 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 空 54 いのうえＴＧ 山口 市原 紀辰 

      
23 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地 55 ミズノＴＳ 山口 門田 陵佑 

      
24 大和オレンジボールＴＣ 山口 平野 磨沙斗 56 福山テニス王国 広島 寺田 涼太郎 

      
25 ふくいＴＣ 山口 倉橋 昊大朗 57 山口サングリーンＴＣ 山口 本弘 琉 

      
26 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 野波 佳聖 58 たけなみテニスアカデミー 岡山 荻野 凌輔 

      
27 やすいそ庭球部 広島 原 優斗 59 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 遼 

      
28 カトウＴＣ 山口 谷口 桜介 60 トゥネＴＣ 山口 杉原 聖 

      
29 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 郷坪 凌太郎 61 風の国ジュニアＴＣ 島根 久佐 巧己 

      
30 山口オーサンスＴＣ 山口 沖 一平 62 いのうえＴＧ 山口 福本 祥之 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 ラスタットＴＣ 岡山 吉原 幹人 [7] 64 チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 [8] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４男子シングルス（１）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

65 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 [6] 97 チェリーＴＣ 岡山 中原 陽 [5] 

      
66   Bye 98   Bye 

      
67 山口オーサンスＴＣ 山口 高橋 海斗 99 山口オーサンスＴＣ 山口 高場 熙 

      
68 ＮＢテニスガーデン 広島 寺川 陽基 100 グリーンベアーズ 島根 高橋 颯大 

      
69 ミズノＴＳ 山口 長瀬 駿 101 たけなみテニスアカデミー 岡山 森 一生 

      
70 境港ジュニア 鳥取 水津 碧翔 102 大和オレンジボールＴＣ 山口 神田 蓮 

      
71 ＮＢテニスガーデン 広島 中西 康輔 103 カトウＴＣ 山口 田中 蒼士 

      
72 ふくいＴＣ 山口 有村 明紀 104 やすいそ庭球部 広島 坂根 祐 

      
73 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森本 泰至 105 たけなみテニスアカデミー 岡山 大西 晃平 

      
74 カトウＴＣ 山口 由良 隆之佑 106 ＮＢテニスガーデン 広島 牧 大斗 

      
75 トゥネＴＣ 山口 河村 聖也 107 カトウＴＣ 山口 泉 界瑛 

      
76 柳生園ＴＣ 岡山 屋葺 勇大 108 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼 

      
77 たけなみテニスアカデミー 岡山 丸山 大地 109 ミズノＴＳ 山口 高山 流空 

      
78 山口オーサンスＴＣ 山口 石田 柊佑 110 福山テニス王国 広島 近藤 修造 

      
79 やすいそ庭球部 広島 藤川 典真 111 レノファ山口 山口 山田 晃弘 

      
80 吉賀町テニス連盟 島根 河内 優和 [10] 112 スフィーダＴＣ 岡山 山本 慎之介 [12] 

      
81 石川ＴＳ 岡山 麻野 樹 [15] 113 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木 唯人 [13] 

      
82 カトウＴＣ 山口 中野 隼佑 114 トゥネＴＣ 山口 伊藤 大晃 

      
83 レノファ山口 山口 財部 球道 115 いのうえＴＧ 山口 内田 壮 

      
84 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 晴 116 みなみ坂ＴＳ 広島 窪田 晃大 

      
85 カトウＴＣ 山口 平田 大貴 117 柳生園ＴＣ 岡山 小坂 唯斗 

      
86 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻 勇陽 118 岩国ジュニアＴＣ 山口 田邉 絢大 

      
87 石川ＴＳ 岡山 中山 晴矢 119 カトウＴＣ 山口 大下 然 

      
88 大和オレンジボールＴＣ 山口 近藤 曜司 120 五日市中学校 広島 田中 優次 

      
89 柳生園ＴＣ 岡山 宮本 直弥 121 山口テニスアカデミー 山口 岩本 風音 

      
90 レノファ山口 山口 上田 遼介 122 ＮＢテニスガーデン 広島 原口 祐輔 

      
91 トゥネＴＣ 山口 木花 海里 123 ラスタットＴＣ 岡山 長尾 治紀 

      
92 みなみ坂ＴＳ 広島 大谷 祐貴 124 レノファ山口 山口 市村 知義 

      
93 いのうえＴＧ 山口 吉武 遼哉 125 ＭＲＡサザンクロスＴＣ 広島 中井 都吾 

      
94 Ｉ出雲 島根 倉塚 陸 126 山口オーサンスＴＣ 山口 元廣 錬太郎 

      
95   Bye 127   Bye 

      
96 やすいそ庭球部 広島 中本 悠水 [3] 128 開星中学校 島根 角 陽太 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４男子シングルス（２）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

1 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 絢果 [1] 33 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 [4] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 周南ジュニアＴＳ 山口 高沖 夢渚 35 サニーＴＳ 鳥取 三浦 乃愛 

      
4 ラスタットＴＣ 岡山 檜垣 真歩 36 ＰＲＯＧＲＥＳＳ 広島 行武 奈帆 

      
5 ルーセントＴＡ熊本 熊本 坂本 来瞳 37 カトウＴＣ 山口 小竹 彩英 

      
6   Bye 38   Bye 

      
7   Bye 39   Bye 

      
8 トゥネＴＣ 山口 三浦 珂菩 40 チェリーＴＣ 岡山 浅野 里帆 

      
9 岩国ジュニアＴＣ 山口 森脇 愛 41 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆 

      
10   Bye 42   Bye 

      
11   Bye 43   Bye 

      
12 やすいそ庭球部 広島 岩井 琴美 44 レノファ山口 山口 町田 珠莉 

      
13 ＪＴＣ 島根 山本 莉加 45 周南ジュニアＴＳ 山口 柏原 藍 

      
14   Bye 46   Bye 

      
15   Bye 47   Bye 

      
16 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 カトリーヌ瑞侑 [15] 48 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花 [13] 

      
17 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美 [11] 49 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部 桃子 [12] 

      
18   Bye 50   Bye 

      
19   Bye 51   Bye 

      
20 レノファ山口 山口 櫛﨑 可奈子 52 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 松井 佑美里 

      
21 アシニスクラブ 広島 藤山 心羽 53 チェリーＴＣ 岡山 橋本 侑奈 

      
22   Bye 54   Bye 

      
23   Bye 55   Bye 

      
24 たけなみテニスアカデミー 岡山 安井 すず 56 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美 

      
25 レノファ山口 山口 渡辺 心優 57 グリーンベアーズ 島根 上山 夕貴 

      
26   Bye 58   Bye 

      
27   Bye 59   Bye 

      
28 やすいそ庭球部 広島 清田 彩羽 60 ツルガハマＴＣ 山口 市子原 莉緒 

      
29 トゥネＴＣ 山口 大石 百花 61 福山テニス王国 広島 宇根 小百々 

      
30   Bye 62   Bye 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 ルーセントＴＡ熊本 熊本 安高 日渚莉 [5] 64 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓 [8] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４女子シングルス（１）



岩国市運動公園テニスコート
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

65 やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心 [6] 97 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈 [7] 

      
66   Bye 98   Bye 

      
67   Bye 99   Bye 

      
68 チェリーＴＣ 岡山 中島 望来 100 ふくいＴＣ 山口 緒方 愛璃 

      
69 ミズノＴＳ 山口 神田 弥優 101 ＮＢテニスガーデン 広島 大貫 愛莉 

      
70   Bye 102   Bye 

      
71   Bye 103   Bye 

      
72 Ｔ－ＥＧＧ 兵庫 池畠 陽咲 104 柳生園ＴＣ 岡山 井上 華琳 

      
73 トゥネＴＣ 山口 和田 麻央 105 ミズノＴＳ岩国 山口 宇本 まなみ 

      
74   Bye 106   Bye 

      
75   Bye 107   Bye 

      
76 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田 愛菜 108 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 北國 芽吹 

      
77 ミズノＴＳ 山口 高橋 宝良 109 ツルガハマＴＣ 山口 三吉 花佳 

      
78   Bye 110   Bye 

      
79   Bye 111   Bye 

      
80 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 [10] 112 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥 [9] 

      
81 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈 [14] 113 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞 [16] 

      
82   Bye 114   Bye 

      
83   Bye 115   Bye 

      
84 山陽女子中学校 岡山 黒瀧 桜花 116 トゥネＴＣ 山口 大木 萌百果 

      
85 アキラIＴＣ 広島 平川 瑠菜 117 山口オーサンスＴＣ 山口 伊藤 愛珠 

      
86   Bye 118   Bye 

      
87   Bye 119   Bye 

      
88 グリーンベアーズ 島根 清田 千遥 120 グリーンベアーズ 島根 丹波 陽菜 

      
89 トゥネＴＣ 山口 藤田 朱音 121 ミズノＴＳ 山口 弘中 日菜 

      
90   Bye 122   Bye 

      
91   Bye 123   Bye 

      
92 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 濱本 弥 124 たけなみテニスアカデミー 岡山 西田 陽香 

      
93 トゥネＴＣ 山口 吉村 春風 125 トゥネＴＣ 山口 岩田 絵美里 

      
94 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 東 瑚子 126 グリーンベアーズ 島根 野村 優奈 

      
95   Bye 127   Bye 

      
96 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [3] 128 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４女子シングルス（２）



維新百年記念公園テニス場
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

1 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 悠亜 [1] 33 関西高校 岡山 柏木 悠太郎 [4] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 ミズノＴＳ 山口 立石 真慶 35 みなみ坂ＴＳ 広島 大貫 颯太 

      
4 グリーンベアーズ 島根 幡原 心 36 ミズノＴＳ 山口 門田 和磨 

      
5 西京高校 山口 川田 真也 37 岡山理大附属高校 岡山 村上 祐樹 

      
6   Bye 38   Bye 

      
7   Bye 39   Bye 

      
8 岡山理大附属高校 岡山 山口 巧 40 やすいそ庭球部 広島 假野 耀市 

      
9 やすいそ庭球部 広島 藤川 寛将 41 ＮＢテニスガーデン 広島 三好 裕稀 

      
10   Bye 42   Bye 

      
11   Bye 43   Bye 

      
12 日生中学校 岡山 万道 麻央 44 岡山学芸館高校 岡山 湊 尊仁 

      
13 フリー 広島 磯田 友矩 45 みなみ坂ＴＳ 広島 三井 哲朗 

      
14   Bye 46   Bye 

      
15   Bye 47   Bye 

      
16 ミズノＴＳ岩国 山口 寺西 拓巳 [13] 48 大和オレンジボールＴＣ 山口 上田 吏恩 [14] 

      
17 福山テニス王国 広島 広瀬 輝明 [12] 49 美鈴が丘高校 広島 門脇 空志 [10] 

      
18   Bye 50   Bye 

      
19   Bye 51   Bye 

      
20 カトウＴＣ 山口 小松 瞭太 52 ミズノＴＳ岩国 山口 弘中 大陸 

      
21 やすいそ庭球部 広島 安達 隆太郎 53 修道中学校 広島 赤井 大輝 

      
22   Bye 54   Bye 

      
23   Bye 55   Bye 

      
24 西京高校 山口 川田 将也 56 岡山理大附属高校 岡山 伊藤 大海 

      
25 岡山理大附属高校 岡山 井戸垣 一志 57 やすいそ庭球部 広島 山田 幸征 

      
26   Bye 58   Bye 

      
27   Bye 59   Bye 

      
28 ミズノＴＳ 山口 伊藤 陽太 60 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 藤井 祐大 

      
29 やすいそ庭球部 広島 山﨑 将 61 出雲北陵中学校 島根 験馬 怜人 

      
30 ミズノＴＳ岩国 山口 松本 佳樹 62 広島城北高校 広島 竹下 晴喜 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 関西高校 岡山 高木 翼 [8] 64 山口サングリーンＴＣ 山口 木本 達也 [6] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６男子シングルス（１）



維新百年記念公園テニス場
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

65 山口テニスアカデミー 山口 桑原 慶太 [7] 97 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川 桂輔 [5] 

      
66   Bye 98   Bye 

      
67 ＮＰＯ廿日市 広島 前野 廉翔 99 さくらＳＳＣ 島根 大下 穂高 

      
68 たけなみテニスアカデミー 岡山 片山 稜太 100 カトウＴＣ 山口 門野 純之介 

      
69 やすいそ庭球部 広島 浜岡 柊生 101 修道高校 広島 髙村 周成 

      
70   Bye 102   Bye 

      
71   Bye 103   Bye 

      
72 岡山理大附属高校 岡山 藤岡 拓実 104 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ岡山 岡山 塚原 歩己 

      
73 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 眞矢 105 ＮＢテニスガーデン 広島 中島 蓮翔 

      
74   Bye 106   Bye 

      
75   Bye 107   Bye 

      
76 カトウＴＣ 山口 門野 慎一郎 108 チェリーＴＣ 岡山 片山 豪太 

      
77 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 坂宮 龍斗 109 南部町スポ少 鳥取 井上 謙信 

      
78   Bye 110   Bye 

      
79   Bye 111   Bye 

      
80 岡山学芸館高校 岡山 村田 智哉 [11] 112 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田 唯楓 [9] 

      
81 益田翔陽高校 島根 武田 雄大 [15] 113 山口テニスアカデミー 山口 柴田 昂樹 [16] 

      
82   Bye 114   Bye 

      
83   Bye 115   Bye 

      
84 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 澤井 大樹 116 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口 太陽 

      
85 岡山理大附属高校 岡山 清水 創司 117 岡山理大附属高校 岡山 小野 隼征サムウェル 

      
86   Bye 118   Bye 

      
87   Bye 119   Bye 

      
88 岩国高校 山口 森脇 雄大 120 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村 亮世 

      
89 山口サングリーンＴＣ 山口 柴丸 直人 121 アキラIＴＣ 広島 忠政 遼河 

      
90   Bye 122   Bye 

      
91   Bye 123   Bye 

      
92 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 平山 蒼 124 山口オーサンスＴＣ 山口 川本 乾三 

      
93 岡山学芸館高校 岡山 片岡 優樹 125 やすいそ庭球部 広島 岩井 健 

      
94 カトウＴＣ 山口 高橋 翔大 126 西京高校 山口 上村 伊吹 

      
95   Bye 127   Bye 

      
96 アキラIＴＣ 広島 蔵田 太洋 [3] 128 関西高校 岡山 豊島 彰人 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６男子シングルス（２）



維新百年記念公園テニス場
2018.4/2,3

所属団体 県 所属団体 県
      

1 やすいそ庭球部 広島 丸古 陽女 [1] 33 野田学園高校 山口 牛尾 真夕 [6] 

      
2   Bye 34   Bye 

      
3 レノファ山口 山口 緒方 愛 35 みなみ坂ＴＳ 広島 中澤 紀保 

      
4 岡山理大附属高校 岡山 角南 瑠衣 36 ＪＴＣ 島根 竹内 陽菜 

      
5 野田学園高校 山口 大沼 愛弥 37 野田学園高校 山口 大本 葉月 

      
6 益田翔陽高校 島根 岡本 凜香 38 米子北斗中学校 鳥取 岩井 萌花 

      
7 西岐波中学校 山口 本廣 美咲 39   Bye 

      
8 山陽女子高校 岡山 坂井 愛悠 [16] 40 山陽女子高校 岡山 長原 櫻 [10] 

      
9 ミズノＴＳ岩国 山口 豊田 ゆき乃 [12] 41 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 西本 稲音 [13] 

      
10   Bye 42   Bye 

      
11 やすいそ庭球部 広島 松本 琉亜 43 山陽女子中学校 岡山 金光 智慧 

      
12 西京高校 山口 福田 茉南 44 野田学園高校 山口 柴田 愛月 

      
13 ＮＢテニスガーデン 広島 築城 サヤ 45 レノファ山口 山口 藤山 莉甫 

      
14 アルファＴＣ 山口 内田 帆春 46 やすいそ庭球部 広島 岸 乃梨香 

      
15   Bye 47   Bye 

      
16 野田学園高校 山口 鈴木 渚左 [5] 48 山陽女子中学校 岡山 石川 こころ [4] 

      
17 山口サングリーンＴＣ 山口 井上 愛梨 [3] 49 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 同前 華伶来 [8] 

      
18   Bye 50   Bye 

      
19 山陽女子中学校 岡山 丸山 紗奈 51 西京高校 山口 内海 百花 

      
20 やすいそ庭球部 広島 舩越 詩 52 やすいそ庭球部 広島 上野 京香 

      
21 野田学園高校 山口 近藤 佳怜 53 ラスタットＴＣ 岡山 内田 結子 

      
22 ラスタットＴＣ 岡山 片岡 亜友 54 山口サングリーンＴＣ 山口 林 優希乃 

      
23   Bye 55   Bye 

      
24 ＮＢテニスガーデン 広島 河野 歩花 [14] 56 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 中島 愛梨 [9] 

      
25 山口テニスアカデミー 山口 寺尾 美月 [11] 57 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨 里咲 [15] 

      
26   Bye 58 西京高校 山口 吉冨 日菜子 

      
27 やすいそ庭球部 広島 河野 由衣 59 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田 夏帆 

      
28 山陽女子高校 岡山 菱川 夏奈 60 野田学園高校 山口 境井 日菜 

      
29 レノファ山口 山口 久徳 春奈 61 ＪＴＣ 島根 小河 莉緒 

      
30 ＮＢテニスガーデン 広島 寺川 綾乃 62 ＮＢテニスガーデン 広島 増本 夏海 

      
31   Bye 63   Bye 

      
32 岡山学芸館高校 岡山 不田 妃芽乃 [7] 64 アルファＴＣ 山口 吉本 菜月 [2] 

第２１回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６女子シングルス




