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大会名誉会長 木坂　孝治（中国テニス協会　名誉会長）

大 会 会 長 安東　善博（中国テニス協会　会長）

大 会 副 会 長 梅原　豊治（中国テニス協会　副会長） 糸原　次之（島根県テニス協会　会長）

井尻　昭夫（岡山県テニス協会　会長）　　　 　熊野　義夫（広島県テニス協会　会長）

松重　見司（山口県テニス協会　会長） 岡田浩四郎（鳥取県テニス協会　会長）　　　 

大 会 委 員 長 津島　則之（中国テニス協会理事長）

大会副委員長 植田　雄章（中国ジュニア委員長） 西村　　覚（島根県テニス協会理事長） 

大 会 委 員 東原　　 篤（岡山県テニス協会理事長）　　　　高橋　由啓（広島県テニス協会理事長）

福島　敏夫 （山口県テニス協会理事長） 浅倉　俊一（鳥取県テニス協会理事長）

乾　　 建作（中国ジュニア副委員長） 　　　　 楠瀬　正勝（中国ジュニア副委員長） 　　　　 

川武　　 郷（中国ジュニア副委員長）  村川　　 洋（中国ジュニア委員：山口）  

田中　芳伸（中国ジュニア委員：山口）  小郷　正一（中国ジュニア委員：岡山）

松村　道則（中国ジュニア委員：岡山） 平岡　康治（中国ジュニア委員：広島）

武田　守弘（中国ジュニア委員：広島） 柳　　 義信（中国ジュニア委員：広島）

梅津健太郎（中国ジュニア委員：島根） 　　澄川　 　愛（中国ジュニア委員：島根） 　　

宇都宮　崇（中国ジュニア委員：高体連）　　　　 岡野　拓史(中国ジュニア委員:中テ連)

溝上　健文（中国ジュニア委員：広島）

  乾　建作

大 会 ア シ ス タ ン ト
デ ィ レ ク タ ー 　柏井　正樹・梅津　健太郎

　芦山　洋子

運 営 委 員 　島根県テニス協会ジュニア委員

　島根県テニス協会審判委員

大　　会　　役　　員

大　　会　　委　　員

大会ディレクター

大会レフェリー



第１日目　８月２５日（土）シングルスのみ

Start at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10:00

男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ 男子単１Ｒ

NB　　10:30
女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ 女子単１Ｒ

TBA
男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単２Ｒ 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con

１Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ

女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単２Ｒ 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con

１Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ １Ｒ

第２日目　８月２６日（日）

Start at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9:00

男子単３Ｒ 男子単３Ｒ 男子単３Ｒ 男子単３Ｒ 男子単con 男子単con 男子単con 男子単con

２Ｒ ２Ｒ ２Ｒ ２Ｒ
Followed by

女子単３Ｒ 女子単３Ｒ 女子単３Ｒ 女子単３Ｒ 女子単con 女子単con 女子単con 女子単con

２Ｒ ２Ｒ ２Ｒ ２Ｒ
NB　　12:00

男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 男子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ 女子複１Ｒ

TBA
男子複２Ｒ 男子複２Ｒ 男子複２Ｒ 男子複２Ｒ 女子複２Ｒ 女子複２Ｒ 女子複２Ｒ 女子複２Ｒ

第３日目　８月２７日（月）

Start at 男子単ＳＦ 男子単ＳＦ

9:00

女子単ＳＦ 女子単ＳＦ

NB　　12:00男子複SF 男子複SF 男子複 男子複 女子複SF 女子複SF 女子複 女子複

順位決定 順位決定 順位決定 順位決定

第４日目　８月２８日（火）

Start at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9:00

男子単Ｆ 女子単Ｆ 男子単３決 女子単３決

５～６位 ７～８位 ５～６位 ７～８位

Followed by
男子単con 男子単con 女子単con 女子単con

NB　　12:00男子複Ｆ 男子複３決 男子複５決 男子複７決 女子複Ｆ 女子複３決 女子複５決 女子複７決

1 初日の受付について：

　　　８月２５日（土）　　 　９：００～９：５０

　９：４５まで

１０：１５まで

＊上記の時間内に受付をしなかった選手はＮＳとして、替わりに補欠の選手が入ります。

　　　８月２６日（日）　　 １１：４５まで

　　　８月２６日（日）、２７日（月）、２８日（火）については、前日の夕方に本部にて発表します。　　

2 競技方法 トーナメント　セルフジャッジ

（１）シングルス　コンパス・ドロー方式　・　ダブルス　トーナメント方式（ベスト８より順位決定戦あり）

（２）試合方法 全ての試合を３タイブレークセットマッチで行います。

（ただし、ダブルスはノーアドバンテージ、ファイナルセット１０ポイントマッチタイブレーク）

　＊雨天など進行の都合で変更することもあります。

（３）練習 試合前の練習は３分間

3 使用球 ダンロップ　スリクソン

4 参加料 シングルス ７,１００円／人・ ダブルス ７,１００円／組
（参加料７,０００円＋ワンコイン制度金 １００円）

5 ＪＴＡルールを準用する。

6 全国大会 平成３０年１０月３０日（火）～１１月４日（日）　　博多の森
中国代表出場枠は男女単共５名＋過去３年間の地域実績（ドント方式）　
中国代表出場枠は男女複共５組＋過去３年間の地域実績（ドント方式）

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。
　緊急　ＴＥＬ ０９０－６８３９－２１２５（芦山）

松江総合運動公園

浜山公園

男女複受付締切

女子単受付締切

21,22 / 23,24 21,22 / 23,24 29,30 / 31,32 29,30 / 31,32

男子単受付締切

17,18 / 19,20

コンソレ２Ｒ敗者男女単リコンソレ　決定戦
コンソレ１Ｒ敗者男女単リコンソレ　決定戦 男女単コンソレ１Ｒ敗者　決定戦

連絡事項

練習コート

17,18 / 19,20

男女単ベスト８順位戦Ｆ 男女単ベスト１６順位戦Ｆ 男女単ベスト１６順位戦コンソレＦ

9,10 / 11,12 9,10 / 11,12 13,14 / 15,16  13,14 / 15,16

女子単ベスト１６順位戦 女子単　コンソレ１Ｒ敗者

１Ｒ　９位～１６位 １Ｒ

25,26 / 27,28 25,26 / 27,28

ベスト１６順位戦コンソレ 男子単コンソレ コンソレ２Ｒ敗者 コンソレ１Ｒ敗者

2018　第37回 Ｕ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権大会　中国予選大会

オーダーオブプレイ

男子単ベスト１６順位戦 男子単　コンソレ１Ｒ敗者

１Ｒ　９位～１６位 １Ｒ

松江総合運動公園

松江総合運動公園

コンソレ１Ｒ敗者

男子単 男子単２Ｒ 男子単１Ｒ ３Ｒ 男子単リコンソレ 男子単２Ｒ 男子単リコンソレ

ベスト８順位戦 ベスト１６順位戦

コンソレ１Ｒ敗者 コンソレ１Ｒ敗者

５位～８位 ９位～１２位 １３位～１６位 １７位～２０位 ２１位～２４位 ２５位～２８位

女子単１Ｒ ３Ｒ 女子単リコンソレ 女子単２Ｒ

２９位～３２位

ベスト８順位戦 ベスト１６順位戦 ベスト１６順位戦コンソレ 女子単コンソレ コンソレ２Ｒ敗者

女子単リコンソレ

５位～８位 ９位～１２位 １３位～１６位 １７位～２０位 ２１位～２４位 ２５位～２８位 ２９位～３２位

女子単 女子単２Ｒ



第３７回 Ｕ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権中国予選大会

Ｕ１５男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinal Semifinals Final 勝者

   

1 やすいそ庭球部 広島 磯村　　志 [1]  
    

2 法勝寺中学校 鳥取 門脇　智大   
     

3 カトウＴＣ 山口 由良　隆之佑   
     

4 広陵高校 広島 中島　蓮翔   
     

5 岡山理大附属高校 岡山 小野　隼征サムウェル   
     

6 グリーンベアーズ 島根 安村　　晴   
     

7 遊ポートＴＣ 鳥取 山口　　遼   
     

8 チェリーＴＣ 岡山 中原　　陽 [8]   
     

9 吉賀町テニス連盟 島根 岩本　晋之介 [4]   
     

10 ＮＰＯ廿日市 広島 前野　廉翔   
     

11 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　翔希   
     

12 出雲北陵中学校 島根 験馬　怜人   
     

13 グリーンベアーズ 島根 松浦　諄成   
     

14 山口テニスアカデミー 山口 柴田　昂樹   
     

15 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　謙信   
     

16 やすいそ庭球部 広島 中本　悠水 [5]   
     

17 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川　桂輔 [7]   
     

18 遊ポートＴＣ 鳥取 有田　朋由   
     

19 石川ＴＳ 岡山 毛利　仁嘉   
     

20 松江北高校 島根 金阪　大夢   
     

21 ＮＢテニスガーデン 広島 中西　康輔   
     

22 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田　唯楓   
     

23 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ岡山 岡山 塚原　歩己   
     

24 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋 [3]   
     

25 チェリーＴＣ 岡山 藤高　聡真 [6]   
     

26 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 森山　蒼太   
     

27 ラスタットＴＣ 岡山 吉原　幹人   
     

28 西京高校 山口 寺西　拓巳   
     

29 大和オレンジボールＴＣ 山口 上田　吏恩   
     

30 ＮＢテニスガーデン 広島 田中　　晴   
     

31 吉賀町テニス連盟 島根 河内　優和   
     

32 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　悠亜 [2]  
    
    
    
    
   

補欠１ たけなみＴＡ 岡山
補欠２ チェリーＴＣ 岡山 間野　由大
補欠３ ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸　星羽

Seeded Players ①磯村　志 ②髙　　悠亜③蔵田　太洋 ④岩本　晋之介 ⑤中本　悠水 ⑥藤高　聡真 ⑦宮川　桂輔 ⑧中

小野　クリストファー滉生



第３６回 Ｕ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権中国予選大会

Ｕ１５女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Round 2
Quarterfinal
s Semifinals Final 勝者

   

1 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　玲亜 [1]  
    

2 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 中島　愛梨   
     

3 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田　　遥   
     

4 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心   
     

5 岡山学芸館高校 岡山 齋藤　優寧   
     

6 山口サングリーンＴＣ 山口 林　　優希乃   
     

7 グリーンベアーズ 島根 清田　千遥   
     

8 柳生園ＴＣ 岡山 片山　　皓 [8]   
     

9 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　絢果 [3]   
     

10 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　那菜   
     

11 やすいそ庭球部 広島 上野　京香   
     

12 グリーンベアーズ 島根 浦野　仁美   
     

13 トゥネＴＣ 山口 藤永　萌花   
     

14 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子   
     

15 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊　多笑   
     

16 開星高校 島根 横田　七帆 [6]   
     

17 やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [7]   
     

18 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨　里咲   
     

19 ミズノＴＳ岩国 山口 豊田　ゆき乃   
     

20 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家　果子   
     

21 Ｉ出雲 島根 池淵　綾華   
     

22 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　　陽   
     

23 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 宮川　花菜   
     

24 山陽女子中学校 岡山 石川　こころ [4]   
     

25 山陽女子中学校 岡山 大髙　智咲 [5]   
     

26 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛   
     

27 米子北斗高校 鳥取 岩井　萌花   
     

28 山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈   
     

29 山口テニスアカデミー 山口 寺尾　美月   
     

30 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本　麻璃花   
     

31 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部　桃子   
     

32 アルファＴＣ 山口 吉本　菜月 [2]  
    
    
    
    
   

補欠１ チェリーＴＣ 岡山 河野　望奈
補欠２ 山陽女子中学校 岡山 河野　彩奈
補欠３ ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希

Seeded Players ①中島　玲亜②吉本　菜月③髙　　絢果④石川　こころ⑤大髙　智咲⑥横田　七帆⑦井上　佳苗⑧片山



第３７回 Ｕ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権中国予選大会

Ｕ１５男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Quarterfinal Semifinals Final
やすいそ庭球部 広島 中本　悠水 [1] 

1 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋  
チェリーＴＣ 岡山 中原　　陽

ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　寛大

大和オレンジボールＴＣ 山口 伊藤　陽太  
2 大和オレンジボールＴＣ 山口 垣内　勇星   

石川ＴＳ 岡山 中山　晴矢  
3 石川ＴＳ 岡山 麻野　　樹   

ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生  
4 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生   

岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田　唯楓 [3]  
5 山口テニスアカデミー 山口 柴田　昂樹   

松江北高校 島根 金阪　大夢  
6 出雲北陵中学校 島根 験馬　怜人   

グリーンストーンヒルズ＋Ｊ岡山 岡山 塚原　歩己  
7 石川ＴＳ 岡山 毛利　仁嘉   

サニーＴＳ 鳥取 大本　明典  
8 サニーＴＳ 鳥取 田辺　隆太   

岡山理大附属高校 岡山 伊藤　大海  
9 岡山理大附属高校 岡山 小野　隼征サムウェル   

遊ポートＴＣ 鳥取 有田　朋由  
10 法勝寺中学校 鳥取 門脇　智大   

広陵高校 広島 中島　蓮翔  
11 広陵高校 広島 板垣　　遥   

大和オレンジボールＴＣ 山口 上田　吏恩 [4]  
12 西京高校 山口 寺西　拓巳   

ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸　星羽  
13 ＮＢテニスガーデン 広島 田中　　晴   

ラスタットＴＣ 岡山 吉原　幹人  
14 ラスタットＴＣ 岡山 角南　　凌   

山口テニスアカデミー 山口 岩本　風音  
15 山口テニスアカデミー 山口 近藤　曜司   

吉賀町テニス連盟 島根 岩本　晋之介 [2]  
16 チェリーＴＣ 岡山 藤高　聡真 

     
   順位 3-4   

     

     

     
   順位 5-8   

    

   

      

     

チェリーＴＣ 岡山 中原　　陽    

ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　寛大   

 

吉賀町テニス連盟 島根 河内　優和 順位 7-8   

風の国ＴＣＪｒ 島根 久佐　巧己   

  

ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　慎之介  
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　聖七

補欠①　 ➡　ＮＯ.２

補欠②　➡　補欠①

Seeded Players
①中本・蔵田②岡田・柴田③木本・桑原④上田・寺西

補欠③　➡　補欠②



第３７回 Ｕ－１５全国選抜ジュニアテニス選手権中国予選大会

Ｕ１５女子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Quarterfinal Semifinals Final
山陽女子中学校 岡山 河野　彩奈 [1] 

1 チェリーＴＣ 岡山 河野　望奈  
アルファＴＣ 山口 吉本　菜月  

2 ミズノＴＳ 山口 神田　弥優   
山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈  

3 トゥネＴＣ 山口 藤永　萌花   
やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲  

4 やすいそ庭球部 広島 井上　季子   
ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田　　遥 [3]  

5 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊　多笑   
米子北斗高校 鳥取 岩井　萌花  

6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家　果子   
ＳＴＥＶＥ 鳥取 八幡　菜奈美  

7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子   
ＪＴＣ 島根 小河　莉緒  

8 グリーンベアーズ 島根 浦野　仁美   
ラスタットＴＣ 岡山 内田　結子  

9 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨　里咲   
開星高校 島根 横田　七帆  

10 Ｉ出雲 島根 池淵　綾華   
やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心  

11 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田　夏帆   
ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　玲亜 [4]  

12 岡山学芸館高校 岡山 齋藤　優寧   
やすいそ庭球部 広島 上野　京香  

13 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部　桃子   
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原　　舞  

14 スフィーダＴＣ 岡山 松本　　藍  
やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗  

15 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本　麻璃花   
チェリーＴＣ 岡山 同前　華伶来 [2]  

16 山陽女子中学校 岡山 石川　こころ  
   順位 3-4   

     

     

     
   順位 5-8   

     

   

   

      

     

山陽女子中学校 岡山 黒瀧　桜花   

山陽女子中学校 岡山 大髙　智咲  
順位 7-8   

山口テニスアカデミー 山口 寺尾　美月   

山口サングリーンＴＣ 山口 今野　杏美   

Seeded Players
①河野・河野②同前・石川③原田・渡邊④中島・齋藤

補欠①

補欠②
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