
試合予定

１２月１日（土）　備前コート （午前９：３０分　試合開始）

＊ 備前南コート　女子・ベスト８　（試合進行上、ベスト１６になる時もあります。）

＊ 備前北コート　男子・ベスト８　（試合進行上、ベスト１６になる時もあります。）

（ベスト８進出選手は、２日目に１位～８位の順位戦があります。）

＊ 初戦敗者による男子、女子の練習マッチは１セットマッチ

（当日の天候、試合進行等で変更することがあります。）

１２月２日（日）　備前コート （午前９：３０分　試合開始）

＊ 備前北コート　男子、女子　決勝まで（１位～８位の順位戦を行います。）

●備前南コートの男子、女子　出場者による育成、練習マッチは１セットマッチ

　（当日の天候、試合進行等で変更することがあります。）

受付

１２月１日（土）　備前コート

＊ 南コート（女子）　・　北コート（男子）共　９：００までに受付を済ませて下さい。

１２月２日（日）　備前コート

＊ 備前北コート　男子、女子（１位～８位戦）共　９：００までに受付を済ませて下さい。

育成、練習マッチ

１２月２日（日）　備前南コート

午前９：３０分　試合開始

＊ 希望の選手は、初日試合終了後本部に届けてください。

練習コート 備前コート

１２月１日（土） 南コート、北コート共　９：００～９：２０ （１０分単位　２R）

１２月２日（日） 備前北コート　９：００～９：２０　　　　　　　　　　

譲り合って練習してください。

N／S連絡について

連絡先 090-4655-3717

２０１８　岡山オープンジュニアテニストーナメント（U17)　予定表



平成30年度　第7回　岡山オープンジュニアテニストーナメント（U17）
2018/12/1（土）備前北コート

2018/12/2（日）備前北コート

U17男子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinal Semifinals Final 勝者

   
1 関西高校 岡山 三宅　 悠介 [1]  

   三宅　 悠介 [1]
2   Bye 1   

     
3 広陵高等学校 広島 久富　 昭拓   

     
4 岡山学芸館高校 岡山 金谷　 照仁   

     
5 ＮＢテニスガーデン 広島 中西　 康輔   

     
6 チェリーＴＣ 岡山 中島　 叶登   

     
7 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　 颯真   

     
8 岡山学芸館高校 岡山 石黒　 誠也   

     
9 やすいそ庭球部 広島 藤川　 寛将   

   藤川　 寛将  
10   Bye 17   

     
11 米子北斗高校 鳥取 玉田　 一成   

     
12 関西高校 岡山 松尾　 寛志   

     
13 岡山理大附属高校 岡山 水河　 隼人   

     
14 福山テニス王国 広島 辻 颯真   

     
15   Bye 15   

   角　　 陽太 [16]  
16 開星中学校 島根 角　　 陽太 [16]   

     
17 岡山理大附属高校 岡山 池畠　 大生 [10]   

   池畠　 大生 [10]  
18   Bye 9   

     
19 グリーンベアーズ 島根 梶谷　 万尋   

     
20 関西高校 岡山 関藤　 裕貴   

     

21 岡山理大附属高校 岡山

小野　 隼征サム

ウェル   
     

22 たけなみＴＡ 岡山 荻野　 凌輔   
     

23   Bye 23   
   田中　 優次  

24 五日市中学校 広島 田中　 優次   
     

25 みなみ坂ＴＳ 広島 三井　 哲朗   
   三井　 哲朗  

26   Bye 25   
     

27 関西高校 岡山 原田　 圭登   
     

28 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ岡山 岡山 塚原　 歩己   
     

29 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村　 亮世   
     

30 岡山学芸館高校 岡山 中西　 大地   
     

31   Bye 7   
   桑原　 慶太 [5]  

32 山口テニスアカデミー 山口 桑原　 慶太 [5]   
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33 岡山理大附属高校 岡山 橋田　 涼平 [4]   
   橋田　 涼平 [4]  

34   Bye 3   
     

35 美鈴が丘高校 広島 門脇　 空志   
     

36 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 藤井　 祐大   
     

37   Bye 36   
   三好　 正輝  

38 ラスタットＴＣ 岡山 三好　 正輝   
     

39 たけなみＴＡ 岡山 片山　 稜太   
     

40 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 杉本　 崇太   
     

41 広陵高等学校 広島 藤本　 眞矢   
   藤本　 眞矢  

42   Bye 19   
     

43 岡山理大附属高校 岡山 倉増　 靖治   
     

44 チェリーＴＣ 岡山 中桐　 充喜   
     

45 岡山学芸館高校 岡山 山田　 和樹   
     

46 出雲北陵高校 島根 吉岡　 七生   
     

47   Bye 13   
   高木　 翼 [14]  

48 関西高校 岡山 高木　 翼 [14]   
     

49 やすいそ庭球部 広島 中本　 悠水 [11]   
   中本　 悠水 [11]  

50   Bye 11   
     

51 関西高校 岡山 長原　 潤   
     

52 岡山理大附属高校 岡山 山口　 巧   
     

53 出雲北陵中学校 島根 石川　 泰丞   
     

54 やすいそ庭球部 広島 假野　 耀市   
     

55   Bye 21   
   村田　 智哉  

56 岡山学芸館高校 岡山 村田　 智哉   
     

57 グリーンベアーズ 島根 幡原　 心   
   幡原　 心  

58   Bye 27   
     

59 みなみ坂ＴＳ 広島 大貫　 颯太   
     

60 境港ジュニア 鳥取 水津　 碧翔   
     

61 廿日市高校 広島 田中　 暖人   
     

62 岡山理大附属高校 岡山 岩本　 尚起   
     

63   Bye 5   
   豊島　 彰人 [7]  

64 関西高校 岡山 豊島　 彰人 [7]   
     



65 岡山理大附属高校 岡山 桑原　 樹 [8]   
   桑原　 樹 [8]  

66   Bye 6   
     

67 ラスタットＴＣ 岡山 角南　 凌   
     

68 やすいそ庭球部 広島 山田　 幸征   
     

69 柳生園ＴＣ 岡山 村上　 慈英   
     

70 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希   
     

71   Bye 28   
   安達　 周人  

72 境港ジュニア 鳥取 安達　 周人   
     

73 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 郷坪　 凌太郎   
   郷坪　 凌太郎  

74   Bye 22   
     

75 グリーンベアーズ 島根 松浦　 諄成   
     

76 岡山学芸館高校 岡山 海本　 拓星   
     

77 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 猪原　 雅久人   
     

78 岡山理大附属高校 岡山 井戸垣 一志   
     

79   Bye 12   
   柏木　 悠太郎  

80 関西高校 岡山 柏木　 悠太郎   
     

81 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川　 桂輔 [13]   
   宮川　 桂輔 [13]  

82   Bye 14   
     

83 関西高校 岡山 藤井　 遼太郎   
     

84 岡山学芸館高校 岡山 藤井　 佑和   
     

85   Bye 46   
   中島　 蓮翔  

86 広陵高校 広島 中島　 蓮翔   
     

87 石川ＴＳ 岡山 毛利　 仁嘉   
     

88 岡山学芸館高校 岡山 湊　　 尊仁   
     

89 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸　 星羽   
     

90 ラスタットＴＣ 岡山 吉原　 幹人   
     

91 出雲北陵高校 島根 岡　　 航輔   
     

92 岡山学芸館高校 岡山 山野　 海   
     

93 チェリーＴＣ 岡山 小池　 深裕   
     

94 岡山学芸館高校 岡山 島村　 海渡   
     

95   Bye 4   
   車田　 琉季 [3]  

96 関西高校 岡山 車田　 琉季 [3]   
     



97 関西高校 岡山 河野　 健司 [6]   
   河野　 健司 [6]  

98   Bye 8   
     

99 岡山理大附属高校 岡山 安藤　 百次郎   
     

100 ＮＰＯ廿日市 広島 前野　 廉翔   
     

101 岡山理大附属高校 岡山 村上　 祐樹   
     

102 MRA・サザンクロスTC 広島 鳥谷部 峻史   
     

103   Bye 26   
   杉野　 厚太  

104 ラスタットＴＣ 岡山 杉野　 厚太   
     

105 広島城北高校 広島 竹下　 晴喜   
   竹下　 晴喜  

106   Bye 24   
     

107 関西高校 岡山 岡上　 直暉   
     

108 岡山理大附属高校 岡山 伊藤　 大海   
     

109 ＮＢテニスガーデン 広島 田中　 晴   
     

110 岡山理大附属高校 岡山 清水　 創司   
     

111   Bye 10   
   岩本　 晋之介 [9]  

112 吉賀町テニス連盟 島根 岩本　 晋之介 [9]   
     

113 チェリーＴＣ 岡山 藤高　 聡真 [15]   
   藤高　 聡真 [15]  

114   Bye 16   
     

115 やすいそ庭球部 広島 浜岡　 柊生   
     

116 岡山理大附属高校 岡山 藤岡　 拓実   
     

117   Bye 47   
   小川　 隼人  

118 岡山理大附属高校 岡山 小川　 隼人   
     

119 安来高校 島根 金川　 哲大   
     

120 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中　 遼   
     

121 関西高校 岡山 三好　 龍也   
   三好　 龍也  

122   Bye 32   
     

123 TC　ART 岡山 向井　 大翔   
     

124 やすいそ庭球部 広島 安達　 隆太郎   
     

125 たけなみＴＡ 岡山 森　　 一生   
     

126 やすいそ庭球部 広島 坂根　 和季   
     

127   Bye 2   
   藤井　 悠人 [2]  

128 岡山理大附属高校 岡山 藤井　 悠人 [2]  
    
  順位 3-4   
    
    
   
  



男子シングルス - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinal Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   
  



平成30年度　第7回　岡山オープンジュニアテニストーナメント（U17）
2018/12/1（土）備前南コート

2018/12/2（日）備前北コート

U17女子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 山口高校 山口 井上　 愛梨 [1]  

   井上　 愛梨 [1]
2   Bye 1   

     
3 就実高校 岡山 遠部　 遥菜   

     
4 石川ＴＳ 岡山 森　　 萌希   

     
5 アシニスクラブ 広島 藤山　 心羽   

     
6 岡山学芸館高校 岡山 本地　 望愛   

     
7 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 清永　 美結   

     
8 山陽女子高校 岡山 和気　 紀佳 [13]   

     
9 やすいそ庭球部 広島 上野　 京香 [12]   

     
10 明誠学院高等学校 岡山 渡邊　 美穂   

     
11 ＮＢテニスガーデン 広島 築城　 サヤ   

     
12 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 松尾　 果鈴   

     
13 岡山学芸館高校 岡山 中村　 春那   

     
14 ラスタットＴＣ 岡山 内田　 結子   

     
15   Bye 7   

   大髙　 智咲 [7]  
16 山陽女子中学校 岡山 大髙　 智咲 [7]   

     
17 広陵高校 広島 牧　　 由貴菜 [3]   

   牧　　 由貴菜  
18   Bye 3   

     
19 スフィーダＴＣ 岡山 松本　 藍   

     
20 ＮＢテニスガーデン 広島 春貝地 佐奈   

     
21 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　 晶帆   

     
22 岡山理大附属高校 岡山 角南　 瑠衣   

     
23 天満屋遊プラザ 岡山 杉井　 里穂   

     
24 岡山学芸館高校 岡山 不田　 妃芽乃   

     
25 山陽女子中学校 岡山 河野　 彩奈 [9]   

     
26 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田　 夏帆   

     
27 山陽女子高校 岡山 菱川　 夏奈   

     
28 グリーンベアーズ 島根 浦野　 仁美   

     
29 岡山学芸館高校 岡山 櫛橋　 菜々   

     
30 たけなみＴＡ 岡山 横溝　 璃子   

     
31   Bye 5   

   横田　 七帆 [5]  
32 開星高校 島根 横田　 七帆 [5]   



     
33 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 松井　 志乃 [6]   

   松井　 志乃 [6]  
34   Bye 6   

     
35 スフィーダＴＣ 岡山 春口　 ほのか   

     
36 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 青梨　 里咲   

     
37 山陽女子高校 岡山 長原　 櫻   

     
38 岡山学芸館高校 岡山 内亀　 美咲   

     
39 みなみ坂ＴＳ 広島 中澤　 紀保   

     
40 柳生園ＴＣ 岡山 片山　 皓 [11]   

     
41 ＮＢテニスガーデン 広島 河野　 歩花 [16]   

     
42 米子北斗高校 鳥取 岩井　 萌花   

     
43 アシニスクラブ 広島 岡田　 毬   

     
44 岡山理大附属高校 岡山 藤原　 加那   

     
45 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 古谷　 奏波   

     
46 岡山学芸館高校 岡山 松本　 梨沙   

     
47   Bye 4   

   石川　 こころ  
48 山陽女子中学校 岡山 石川　 こころ [4]   

     
49 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田　 遥 [8]   

     
50 就実高校 岡山 片岡　 亜友   

     
51 グリーンベアーズ 島根 清田　 千遥   

     
52 岡山学芸館高校 岡山 中本　 依舞   

     
53 山陽女子中学校 岡山 金光　 智慧   

     
54 チェリーＴＣ 岡山 同前　 華伶来   

     
55 ＮＢテニスガーデン 広島 久富　 祐佳   

     
56 鳥取城北高校 鳥取 片山　 美咲 [10]   

     
57 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 西本　 稲音 [15]   

     
58 柳生園ＴＣ 岡山 井上　 華琳   

     

59 たけなみＴＡ 岡山

小野　 カトリー

ヌ瑞侑   
     

60 山陽女子高校 岡山 坂井　 愛悠   
     

61 やすいそ庭球部 広島 河野　 由衣   
     

62 Ｉ出雲 島根 池淵　 綾華   
     

63   Bye 2   
   齋藤　 優寧 [2]  

64 岡山学芸館高校 岡山 齋藤　 優寧 [2]  



    
  順位 3-4   
    
    
   
  

女子シングルス - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
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