
平成３０年度　第１２回広島ジュニアオープンテニス大会
１３才男子シングルス A　グレード 三次運動公園

所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  
小野 クリスト

ファー滉生 [1]

1 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 [1]  

   
小野 クリスト

ファー滉生 [1]

2   Bye   
    小野 クリストファー滉生 [1] 

3 やすいそ庭球部 広島 大島 碧斗  6-0  
   大島 碧斗  

4 山口テニスアカデミー 山口 達川 丈徳 w.o.  
    小野 クリストファー滉生 [1] 

5 柳生園TC 岡山 宮本 直弥  6-1  
   宮本 直弥  

6 レノファ山口 山口 久保田 海斗 6-4   
    勝部 篤輝 

7 NBテニスガーデン 広島 金子 尚生  6-1  
   勝部 篤輝  

8 グリーンベアーズ 島根 勝部 篤輝 6-2   
    佐々木 唯人 [13] 

9 福山テニス王国 広島 工藤 翼  6-1  
   工藤 翼  

10 ラスタットテニスクラブ 岡山 石津 雄大 6-1   
    工藤 翼 

11 JFTC 岡山 慶友 奏太  6-1  
   慶友 奏太  

12 YY　kids松江 島根 川合 康太 6-4   
    佐々木 唯人 [13] 

13 福山テニス王国 広島 成廣 遼太郎  6-2  
   古杉 翼  

14 境港ジュニア 鳥取 古杉 翼 w.o.  
    佐々木 唯人 [13] 

15 福山テニス王国 広島 佐藤 智哉  6-1  
   佐々木 唯人 [13]  

16 柳生園TC 岡山 佐々木 唯人 [13] 6-0   
    佐々木 唯人 [13] 

17 YY　kids松江 島根 中井 智風 [11]  6-2  
   中井 智風 [11]  

18   Bye   
    中井 智風 [11] 

19 チェリーテニスTC 岡山 難波 慶次  6-2  
   難波 慶次  

20 庭球館 広島 上野 恵豊 6-2   
    長尾 治紀 

21 山口テニスアカデミー 山口 福光 研太  6-1  
   小林 翠  

22 NBテニスガーデン 広島 小林 翠 6-1   
    長尾 治紀 

23 サニーTS 鳥取 森本 啓太  6-2  
   長尾 治紀  

24 ラスタットテニスクラブ 岡山 長尾 治紀 6-1   
    間野 由大 [5] 

25 やすいそ庭球部 広島 藤川 典真  6-2  
   檜垣 涼介  

26 たけなみテニスアカデミー 岡山 檜垣 涼介 6-3   
    檜垣 涼介 

27 TC　ART 岡山 竹林 潤之助  6-2  
   竹林 潤之助  

28 NBテニスガーデン 広島 打田 剛士 6-4   
    間野 由大 [5] 

29 グリーンベアーズ 島根 梶谷 奏太  6-1  
   勝部 湊  

30 リョーコーTC 広島 勝部 湊 6-0   
    間野 由大 [5] 

31   Bye  6-0  
   間野 由大 [5]  

32 チェリーテニスTC 岡山 間野 由大 [5]   

平成３０年９月１５日～１７日
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    佐々木 唯人 [13] 

33 ラスタットテニスクラブ 岡山 渡邊 脩真 [4]  6-2  
   渡邊 脩真 [4]  

34   Bye   
    渡邊 脩真 [4] 

35 やすいそ庭球部 広島 坂根 祐  6-1  
   財部 球道  

36 レノファ山口 山口 財部 球道 6-1   
    渡邊 脩真 [4] 

37 NBテニスガーデン 広島 前川 智飛  6-3  
   朝原 大翔  

38 柳生園TC 岡山 朝原 大翔 6-0   
    朝原 大翔 

39 チェリーテニスTC 岡山 平松 和弥  6-0  
   平松 和弥  

40 UMEZU　Jr　TＴ 島根 田中 啓介 6-1   
    麻野 樹 [15] 

41 遊ポートTC 鳥取 三木 大地  6-4  
   三木 大地  

42 グリーンベアーズ 島根 大國 成登 7-5   
    三木 大地 

43 西条ロイヤルTC 広島 為重 孝成  6-0  
   為重 孝成  

44 ラスタットテニスクラブ 岡山 海老沼 虎汰郎 6-4   
    麻野 樹 [15] 

45 Tennis　ZONE　Hesaka 広島 山広 健司  6-2  
   田邉 絢大  

46 岩国ジュニアTC 山口 田邉 絢大 6-1   
    麻野 樹 [15] 

47 やすいそ庭球部 広島 松岡 洸希  6-1  
   麻野 樹 [15]  

48 石川TS 岡山 麻野 樹 [15] 6-1   
    中島 聖七 [7] 

49 やすいそ庭球部 広島 藤原 陸 [9]  6-4  
   藤原 陸 [9]  

50   Bye   
    藤原 陸 [9] 

51 たけなみテニスアカデミー 岡山 岸 大凱  6-2  
   岸 大凱  

52 サニーTS 鳥取 小森 隼也 6-1   
    勝部 遥斗 

53 NBテニスガーデン 広島 小林 碧  6-3  
   乙倉 喜一郎  

54 たけなみテニスアカデミー 岡山 乙倉 喜一郎 6-1   
    勝部 遥斗 

55 スフィーダテニスクラブ 岡山 藤原 勇太郎  6-1  
   勝部 遥斗  

56 GIOCO 島根 勝部 遥斗 6-0   
    中島 聖七 [7] 

57 SON　FOREST　TC 山口 田村 真悟  6-1  
   田村 真悟  

58 石川TS 岡山 浅野 光輝 6-0   
    加藤 和 

59 NBテニスガーデン 広島 加藤 和  6-2  
   加藤 和  

60 every　TC 岡山 藤原 健太 6-1   
    中島 聖七 [7] 

61 UMEZU　Jr　TＴ 島根 鈴木 雄登  6-4  
   近藤 修造  

62 福山テニス王国 広島 近藤 修造 w.o.  
    中島 聖七 [7] 

63   Bye  6-2  
   中島 聖七 [7]  

64 every　TC 岡山 中島 聖七 [7]   
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    片山 隆太 [2] 
65 ラスタットテニスクラブ 岡山 塚本 真崇 [6]  6-1  

   塚本 真崇 [6]  
66   Bye   

    塚本 真崇 [6] 
67 Tennis　ZONE　Hesaka 広島 瀬川 颯汰  6-2  

   倉塚 陸  
68 Ⅰ出雲 島根 倉塚 陸 w.o.  

    塚本 真崇 [6] 
69 たけなみテニスアカデミー 岡山 日田 蒼士  6-4  

   坂宮 大樹  
70 NBテニスガーデン 広島 坂宮 大樹 w.o.  

    坂宮 大樹 
71 みなみ坂TS 広島 田中 遼  6-4  

   福井 海翔  
72 カトウTC 山口 福井 海翔 6-2   

    塚本 真崇 [6] 
73 やすいそ庭球部 広島 酒井 和  7-5  

   酒井 和  
74 柳生園TC 岡山 屋葺 勇大 6-0   

    酒井 和 
75 ラスタットテニスクラブ 岡山 花岡 希光  6-0  

   花岡 希光  
76 Tennis　ZONE　Hesaka 広島 朝迫 優哉 6-3   

    青木 佑仁 [12] 
77 さくらSSC 島根 佐藤 隆星  7-5  

   佐藤 隆星  
78 Tension 広島 綾部 悠平 w.o.  

    青木 佑仁 [12] 
79   Bye  6-0  

   青木 佑仁 [12]  
80 柳生園TC 岡山 青木 佑仁 [12]   

    藤本 理功 [3] 
81 Ⅰ出雲 島根 池淵 兼生 [16]  6-1  

   池淵 兼生 [16]  
82 デューヴィラージュTC 広島 川﨑 崇史 w.o.  

    池淵 兼生 [16] 
83 レノファ山口 山口 奥田 将人  6-4  

   奥田 将人  
84 JFTC 岡山 江原 直太 6-3   

    池淵 兼生 [16] 
85 柳生園TC 岡山 小坂 唯斗  6-2  

   小坂 唯斗  
86 ノア・インドアステージ広島西 広島 萬屋 慎太郎 6-2   

    江口 樹 
87 グリーンベアーズ 島根 松本 翼  6-1  

   江口 樹  
88 MIYAKE　Jr　高屋TC 岡山 江口 樹 6-1   

    藤本 理功 [3] 
89 ラスタットテニスクラブ 岡山 浜田 理壱  6-0  

   浜田 理壱  
90 NBテニスガーデン 広島 松浦 優樹 7-5   

    浜田 理壱 
91 福山テニス王国 広島 栂 洸成  6-0  

   栂 洸成  
92 レノファ山口 山口 松村 嘉大 6-4   

    藤本 理功 [3] 
93 やすいそ庭球部 広島 原 優斗  6-2  

   原 優斗  
94 YY　kids松江 島根 野波 佳聖 w.o.  

    藤本 理功 [3] 
95   Bye  6-3  

   藤本 理功 [3]  
96 ラスタットテニスクラブ 岡山 藤本 理功 [3]   
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    片山 隆太 [2] 
97 みなみ坂TS 広島 窪田 晃大 [8]  6-0  

   窪田 晃大 [8]  
98   Bye   

    窪田 晃大 [8] 
99 ラスタットテニスクラブ 岡山 蓬莱 依英  6-1  

   蓬莱 依英  
100 境港ジュニア 鳥取 大根 虎太郎 6-1   

    窪田 晃大 [8] 
101 やすいそ庭球部 広島 川元 晴空  6-1  

   浅野 壮祐  
102 チェリーテニスTC 岡山 浅野 壮祐 6-1   

    浅野 壮祐 
103 松徳学院中学校 島根 成田 優  7-5  

   大西 晃平  
104 たけなみテニスアカデミー 岡山 大西 晃平 w.o.  

    窪田 晃大 [8] 
105 グリーンベアーズ 島根 池淵 有人  6-2  

   池淵 有人  
106 Scratch 広島 川口 颯太 6-1   

    池淵 有人 
107 NBテニスガーデン 広島 三好 啓斗  6-1  

   白須 昴  
108 たけなみテニスアカデミー 岡山 白須 昴 7-5   

    池淵 有人 
109 カトウTC 山口 堤 悠斗  6-1  

   鳥越 宥杜  
110 NBテニスガーデン 広島 鳥越 宥杜 6-1   

    山本 慎之介 [10] 

111   Bye  6-0  
   山本 慎之介 [10]  

112 Azubi　TC 岡山 山本 慎之介 [10]   
    片山 隆太 [2] 

113 UMEZU　Jr　TＴ 島根 木村 優生 [14]  7-6(2)  
   古川 煌純  

114 天満屋遊プラザ 岡山 古川 煌純 6-2   
    江草 春樹 

115 柳生園TC 岡山 遠藤 翔  7-5  
   江草 春樹  

116 福山テニス王国 広島 江草 春樹 7-6(3)   
    江草 春樹 

117 FUTURE-ONE 広島 山本 雄大  7-5  
   山本 雄大  

118 アルファテニスクラブ 山口 大方 陵平 6-3   
    永倉 脩嗣 

119 やすいそ庭球部 広島 中島 淳一郎  6-1  
   永倉 脩嗣  

120 every　TC 岡山 永倉 脩嗣 w.o.  
    片山 隆太 [2] 

121 Tension 広島 山本 輝  6-1  
   佐古 樹陽  

122 JFTC 岡山 佐古 樹陽 7-5   
    佐古 樹陽 

123 サニーTS 鳥取 新 拓望  6-4  
   新 拓望  

124 たけなみテニスアカデミー 岡山 服部 彪華 6-4   
    片山 隆太 [2] 

125 グリーンベアーズ 島根 黒川 泰治  6-1  
   森本 泰至  

126 Tension 広島 森本 泰至 6-1   
    片山 隆太 [2] 

127   Bye  6-0  
   片山 隆太 [2]  

128 チェリーテニスTC 岡山 片山 隆太 [2]  
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1 やすいそ庭球部 広島 中本 悠水 [1]  

   中本 悠水 [1] 
2   Bye   

    中本 悠水 [1] 
3 MRA・サザンクロスTC 広島 岩本 海輝  6-1  

   岩本 海輝  
4 チェリーTC 岡山 中島 大智 6-0   

    中本 悠水 [1] 
5 みなみ坂TS 広島 大貫 颯太  6-0  

   大貫 颯太  
6   Bye   

    大貫 颯太 
7   Bye  w.o. 

   垣内 勇星 [29]  
8 大和オレンジボールTC 山口 垣内 勇星 [29]   

    中本 悠水 [1] 
9 遊ポートTC 鳥取 山口 遼 [24]  6-2  

   山口 遼 [24]  
10   Bye   

    假野 耀市 
11   Bye  7-6(5)  

   假野 耀市  
12 やすいそ庭球部 広島 假野 耀市   

    渡邊 颯真 [15] 
13 五日市中学校 広島 田中 優次  6-3  

   田中 優次  
14 ツルガハマテニスクラブ 山口 弘 空青 6-4   

    渡邊 颯真 [15] 
15   Bye  7-5  

   渡邊 颯真 [15]  
16 ラスタットテニスクラブ 岡山 渡邊 颯真 [15]   

    岡田 唯楓 [6] 
17 ラスタットテニスクラブ 岡山 角南 凌 [12]  6-2  

   角南 凌 [12]  
18   Bye   

    角南 凌 [12] 
19 カトウテニスクラブ 山口 田中 蒼士  6-0  

   山田 幸征  
20 やすいそ庭球部 広島 山田 幸征 6-4   

    角南 凌 [12] 
21 福山テニス王国 広島 ロビンソン コスモ  6-1  

   板垣 遥  
22 広陵高校 広島 板垣 遥 6-2   

    板垣 遥 
23   Bye  6-3  

   安村 晴 [19]  
24 グリーンベアーズ 島根 安村 晴 [19]   

    岡田 唯楓 [6] 
25 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 遼 [25]  6-3  

   田中 遼 [25]  
26   Bye   

    田中 遼 [25] 
27   Bye  6-4  

   濱田 倖生  
28 たけなみテニスアカデミー 岡山 濱田 倖生   

    岡田 唯楓 [6] 
29 チェリーTC 岡山 中島 叶登  6-1  

   中島 叶登  
30 MRA・サザンクロスTC 広島 中井 都吾 6-1   

    岡田 唯楓 [6] 
31   Bye  6-4  

   岡田 唯楓 [6]  
32 岩国ジュニアTC 山口 岡田 唯楓 [6]   

平成３０年９月１５日～１７日
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    岡田 唯楓 [6] 
33 チェリーTC 岡山 中原 陽 [4]  6-4  

   中原 陽 [4]  
34   Bye   

    中原 陽 [4] 
35 Tension 広島 山本 陽  6-2  

   幡原 心  
36 グリーンベアーズ 島根 幡原 心 6-3   

    中原 陽 [4] 
37 NBテニスガーデン 広島 寺川 陽基  6-0  

   寺川 陽基  
38   Bye   

    高橋 颯大 [26] 
39   Bye  6-1  

   高橋 颯大 [26]  
40 グリーンベアーズ 島根 高橋 颯大 [26]   

    今井 汰育 [13] 
41 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸 星羽 [18]  6-3  

   城戸 星羽 [18]  
42   Bye   

    城戸 星羽 [18] 
43 やすいそ庭球部 広島 藤川 寛将  6-1  

   藤川 寛将  
44 every TC 岡山 藤井 祐大 7-5   

    今井 汰育 [13] 
45 やすいそ庭球部 広島 山﨑 将  7-5  

   万道 麻央  
46 日生中学校 岡山 万道 麻央 7-5   

    今井 汰育 [13] 
47   Bye  6-1  

   今井 汰育 [13]  
48 ウイナーズテニスカレッジ 山口 今井 汰育 [13]   

    大下 翔希 [8] 
49 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成 [10]  6-4  

   松浦 諄成 [10]  
50   Bye   

    松浦 諄成 [10] 
51 ミズノTS岩国 山口 松本 佳樹  6-3  

   松本 佳樹  
52 FUTURE-ONE 広島 式部 正人 6-3   

    松浦 諄成 [10] 
53 廿日市高校 広島 田中 暖人  6-4  

   田中 暖人  
54   Bye   

    田中 暖人 
55   Bye  6-2  

   岩本 風音 [23]  
56 山口テニスアカデミー 山口 岩本 風音 [23]   

    大下 翔希 [8] 
57 石川TS 岡山 中山 晴矢 [27]  6-2  

   中山 晴矢 [27]  
58   Bye   

    中山 晴矢 [27] 
59   Bye  6-0  

   河原田 優  
60 グリーンストーンヒルズ 広島 河原田 優   

    大下 翔希 [8] 
61 風の国ジュニアTC 島根 久佐 巧己  6-1  

   久佐 巧己  
62 T-Step 広島 郷坪 凌太郎 6-4   

    大下 翔希 [8] 
63   Bye  6-1  

   大下 翔希 [8]  
64 Scratch 広島 大下 翔希 [8]   
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    宮川 桂輔 [5] 
65 NBテニスガーデン 広島 宮川 桂輔 [5]  6-3  

   宮川 桂輔 [5]  
66   Bye   

    宮川 桂輔 [5] 
67 出雲北陵中学校 島根 石川 泰丞  6-0  

   石川 泰丞  
68 福山テニス王国 広島 佐藤 陽太 6-2   

    宮川 桂輔 [5] 
69 Scratch 広島 田口 太陽  6-1  

   田口 太陽  
70   Bye   

    田口 太陽 
71   Bye  6-0  

   梶川 顕生 [30]  
72 スリースター 岡山 梶川 顕生 [30]   

    宮川 桂輔 [5] 
73 柳生園TC 岡山 村上 慈英 [21]  6-3  

   村上 慈英 [21]  
74   Bye   

    村上 慈英 [21] 
75   Bye  6-4  

   大谷 祐貴  
76 みなみ坂TS 広島 大谷 祐貴   

    寺西 拓巳 [9] 
77 NBテニスガーデン 広島 牧 大斗  6-4  

   森 一生  
78 たけなみテニスアカデミー 岡山 森 一生 w.o.  

    寺西 拓巳 [9] 
79   Bye  6-2  

   寺西 拓巳 [9]  
80 西京高校 山口 寺西 拓巳 [9]   

    宮川 桂輔 [5] 
81 出雲北陵中学校 島根 験馬 怜人 [14]  6-2  

   験馬 怜人 [14]  
82   Bye   

    験馬 怜人 [14] 
83 NPO廿日市 広島 永野 琉  6-2  

   當田 悠樹  
84 福山テニス王国 広島 當田 悠樹 6-2   

    験馬 怜人 [14] 
85 福山ロイヤルTC 広島 立畑 真広  6-1  

   立畑 真広  
86   Bye   

    平野 磨沙斗 [22] 

87   Bye  w.o. 
   平野 磨沙斗 [22]  

88 大和オレンジボールTC 山口 平野 磨沙斗 [22]   
    験馬 怜人 [14] 

89 NBテニスガーデン 広島 中西 康輔 [28]  6-3  
   中西 康輔 [28]  

90   Bye   
    片山 稜太 

91   Bye  6-4  
   片山 稜太  

92 たけなみテニスアカデミー 岡山 片山 稜太   
    片山 稜太 

93 NBテニスガーデン 広島 原口 祐輔  6-4  
   近藤 曜司  

94 山口テニスアカデミー 山口 近藤 曜司 6-3   
    藤髙 聡真 [3] 

95   Bye  6-3  
   藤髙 聡真 [3]  

96 チェリーTC 岡山 藤髙 聡真 [3]   
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    宮川 桂輔 [5] 
97 山口テニスアカデミー 山口 柴田 昂樹 [7]  6-2  

   柴田 昂樹 [7]  
98   Bye   

    柴田 昂樹 [7] 
99 みなみ坂TS 広島 三井 哲朗  6-3  

   三井 哲朗  
100 たけなみテニスアカデミー 岡山 荻野 凌輔 6-1   

    柴田 昂樹 [7] 
101 やすいそ庭球部 広島 山中 勝太  6-0  

   山中 勝太  
102   Bye   

    水津 碧翔 [32] 
103   Bye  7-5  

   水津 碧翔 [32]  
104 境港ジュニア 鳥取 水津 碧翔 [32]   

    柴田 昂樹 [7] 
105 広陵高校 広島 中島 蓮翔 [17]  6-0  

   中島 蓮翔 [17]  
106   Bye   

    中島 蓮翔 [17] 
107 Scratch 広島 坂宮 龍斗  6-4  

   坂宮 龍斗  
108 グリーンベアーズ 島根 梶谷 万尋 6-1   

    中島 蓮翔 [17] 
109 UP.Set 広島 曽我 稀生斗  6-2  

   吉田 侑生  
110 たけなみテニスアカデミー 岡山 吉田 侑生 6-2   

    吉田 侑生 
111   Bye  w.o. 

   毛利 仁嘉 [11]  
112 石川TS 岡山 毛利 仁嘉 [11]   

    柴田 昂樹 [7] 
113 NBテニスガーデン 広島 田中 晴 [16]  6-3  

   田中 晴 [16]  
114   Bye   

    田中 晴 [16] 
115 みなみ坂TS 広島 山崎 航世  6-4  

   山﨑 誠  
116 ミズノTS岩国 山口 山﨑 誠 6-4   

    塚原 歩己 [20] 
117 福山ロイヤルTC 広島 近藤 汰一  7-5  

   近藤 汰一  
118 リョーコーTC 広島 平原 航佑 6-4   

    塚原 歩己 [20] 
119   Bye  6-1  

   塚原 歩己 [20]  
120 グリーンストーンヒルズ+J岡山 岡山 塚原 歩己 [20]   

    塚原 歩己 [20] 
121 NPO廿日市 広島 前野 廉翔 [31]  7-5  

   前野 廉翔 [31]  
122   Bye   

    前野 廉翔 [31] 
123   Bye  6-2  

   前田 晃希  
124 スフィーダテニスクラブ 岡山 前田 晃希   

    角 陽太 [2] 
125 大和オレンジボールTC 山口 神田 蓮  6-0  

   神田 蓮  
126 福山テニス王国 広島 北村 晋悟 6-1   

    角 陽太 [2] 
127   Bye  6-0  

   角 陽太 [2]  
128 開星中学校 島根 角 陽太 [2]  
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1 テニスクラブART 岡山 中島 玲亜 [1]  

   中島 玲亜 [1] 
2   Bye   

    中島 玲亜 [1] 
3 福山テニス王国 広島 宇根 小百々  6-0  

   清田 千遥  
4 グリーベアーズ 島根 清田 千遥 w.o.  

    中島 玲亜 [1] 
5 アシニスクラブ 広島 藤山 心羽  6-2  

   藤山 心羽  
6 山陽女子中学校 岡山 金光 智慧 6-3   

    寺尾 美月 [15] 
7   Bye  6-4  

   寺尾 美月 [15]  
8 山口テニスアカデミー 山口 寺尾 美月 [15]   

    中島 玲亜 [1] 
9 グリーベアーズ 島根 浦野 仁美 [12]  6-0  

   浦野 仁美 [12]  
10   Bye   

    小野 カトリーヌ瑞侑 

11 NBテニスガーデン 広島 久富 祐佳  6-2  
   小野 カトリーヌ瑞侑  

12 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 カトリーヌ瑞侑 6-3   
    小野 カトリーヌ瑞侑 

13 やすいそ庭球部 広島 清田 彩羽  6-1  
   清田 彩羽  

14 ミズノTS岩国 山口 豊田 ゆき乃 w.o.  
    原田 遥 [8] 

15   Bye  6-0  
   原田 遥 [8]  

16 テニスクラブART 岡山 原田 遥 [8]   
    中島 玲亜 [1] 

17 トゥネTC 山口 藤永 萌花 [4]  6-1  
   藤永 萌花 [4]  

18   Bye   
    藤永 萌花 [4] 

19 MIYAKE　jr 高屋TC 岡山 松尾 果鈴  6-0  
   松本 琉亜  

20 やすいそ庭球部 広島 松本 琉亜 6-2   
    藤永 萌花 [4] 

21 山口サングリーンTC 山口 今野 杏美  6-3  
   今野 杏美  

22 NBテニスガーデン 広島 増本 夏海 6-0   
    青梨 里咲 [14] 

23   Bye  6-1  
   青梨 里咲 [14]  

24 every TC 岡山 青梨 里咲 [14]   
    藤永 萌花 [4] 

25 NBテニスガーデン 広島 阿部 桃子 [9]  6-0  
   阿部 桃子 [9]  

26   Bye   
    阿部 桃子 [9] 

27 レノファ山口 山口 櫛﨑 加奈子  6-2  
   丸山 晶帆  

28 柳生園TC 岡山 丸山 晶帆 6-1   
    阿部 桃子 [9] 

29 アキラITC 広島 両見 玲美  6-4  
   野村 優奈  

30 グリーベアーズ 島根 野村 優奈 6-3   
    大髙 智咲 [5] 

31   Bye  6-2  
   大髙 智咲 [5]  

32 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [5]   

平成３０年９月１５日～１７日
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    中島 玲亜 [1] 
33 柳生園TC 岡山 片山 皓 [7]  7-6(6)  

   片山 皓 [7]  
34   Bye   

    片山 皓 [7] 
35 Tension 広島 和田 夏帆  7-5  

   和田 夏帆  
36 トゥネTC 山口 藤田 朱音 6-3   

    渡邊 多笑 [10] 
37 NBテニスガーデン 広島 築城 サヤ  7-6(4)  

   神田 弥優  
38 ミズノTS 山口 神田 弥優 6-2   

    渡邊 多笑 [10] 
39   Bye  6-4  

   渡邊 多笑 [10]  
40 every TC 岡山 渡邊 多笑 [10]   

    渡邊 多笑 [10] 
41 Tension 広島 西本 稲音 [13]  6-4  

   西本 稲音 [13]  
42   Bye   

    田中 伶奈 
43 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈  6-2  

   田中 伶奈  
44 たけなみテニスアカデミー 岡山 安井 すず 6-1   

    田中 伶奈 
45 NBテニスガーデン 広島 大貫 愛莉  7-6(5)  

   池淵 綾華  
46 Ⅰ出雲 島根 池淵 綾華 6-1   

    石川 こころ [3] 
47   Bye  6-0  

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

    吉本 菜月 [2] 
49 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈 [6]  6-1  

   河野 彩奈 [6]  
50   Bye   

    河野 彩奈 [6] 
51 やすいそ庭球部 広島 河野 由衣  6-4  

   河野 由衣  
52 レノファ山口 山口 久徳 春奈 6-3   

    河野 彩奈 [6] 
53 PROGRESS 広島 行武 奈帆  6-0  

   岩田 京華  
54 さくらSSC 島根 岩田 京華 6-1   

    同前 華怜来 [11] 

55   Bye  6-0  
   同前 華怜来 [11]  

56 チェリーTC 岡山 同前 華怜来 [11]   
    吉本 菜月 [2] 

57 やすいそ庭球部 広島 上野 京香 [16]  6-0  
   上野 京香 [16]  

58 レノファ山口 山口 藤山 莉甫 6-2   
    上野 京香 [16] 

59 柳生園TC 岡山 井上 華琳  6-3  
   中島 愛梨  

60 Tension 広島 中島 愛梨 6-3   
    吉本 菜月 [2] 

61 T-Step 広島 古谷 奏波  6-2  
   古谷 奏波  

62 たけなみテニスアカデミー 岡山 横溝 璃子 6-0   
    吉本 菜月 [2] 

63   Bye  6-0  
   吉本 菜月 [2]  

64 アルファテニスクラブ 山口 吉本 菜月 [2]  
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