
1

2 各種目の１ 回戦開始予定時刻の１ ５ 分前までに受付を済ませて下さ い。 その際、 参加料の振替払込請求書兼受領証を

提示し ていただく こ と があり ますので準備し ておいて下さ い。 （ 初日は7時50分受付開始・ 雨天時も 同様）

3

4

5 練習コ ート について、 早朝は初日・ ２ 日目と も 8： 00～8： 15． 8： 15～8： 30と し 、 ３ 日目以降は会場に掲示し ます。

日中の練習コ ート はあり ません。 但し ４ 面空いた場合は練習コ ート と し て使用する事を認めます。

希望する選手は運営デスク でサイ ンの上、 使用し て下さ い。

6

7 待機に掲示さ れたド ローの若い番号の選手（ 番号の小さ い選手） は、 本部で早目にボールを受け取っ てく ださ い。

また、 選手は常に本部前に掲示し てあるオーダーオブプレイ ボード を注視し 、 前の試合が終了し たら オーダーオブ

8 シングルスは３ タ イ ブレーク セッ ト ( 6-6タ イ ブレーク ) と し 、 ダブルスはフ ァ イ ナルセッ ト 10Ｐ マッ チタ イ ブレーク です。

9

10

11

12 アウト 、 フ ォ ルト のジャ ッ ジ及びポイ ント のコ ールは相手選手に聞こ えるよう 大き な声で行っ てく ださ い。

13 試合中タ オルを使用する場合、 Ｓ 字フ ッ ク に掛けるこ と と し ます。

14 試合終了後、 勝者は直ちにボールと 結果を本部へ届けて下さ い。

15 コ ート の外から のアド バイ スやジャ ッ ジに対する抗議は一切禁止と し ます。 又、 ロービングアンパイ ア（ Ｒ Ｕ ） に

アピールでき るのは選手のみです。

16 シングルスを棄権し た選手が、 同日に行われるダブルスに出場する場合、 ト レーナーに判断を仰ぐ 事と なり ます。

最初から シングルスをウイ ズド ロー（ 欠場） する場合も 同様です。

17 服装は２ ０ １ ９ 年Ｊ Ｔ Ａ ルールブッ ク 「 服装規定」 により ます。

18 出場選手の引率・ 監督は、 各団体で責任をも っ てく ださ い。

19 怪我等の応急処置は主催者側で行いますが、 その後の責任は主催者側では負いません。

20 使用球（ ボール） は、 ダンロッ プ「 Ｓ Ｒ Ｉ Ｘ Ｏ Ｎ 」 。 コ ート サーフ ェ イ スは「 人工芝( オムニ) コ ート 」 です。

21 本大会は、 全ての選手を平等に扱います。

22 本要項は、 天候等やむを得ない事情により 変更さ れるこ と があり ます。

本大会の参加料はＳ : ７ , ３ ０ ０ 円／人、 Ｄ : ７ , ３ ０ ０ 円／組（ ワンコ イ ン制度金１ ０ ０ 円+JPI N運営経費２ ０ ０ 円を含む）

23 全国大会の参加申し 込み手続き を行っ ても ら う ため、 各自、 印鑑を持参し て下さ い。 申込書に所属団体の住所・ 所属長名、

電話番号・ Ｆ Ａ Ｘ 番号を記入する箇所があり ますので、 事前に確認し ておいて下さ い。

また「 未成年競技者におけるド ーピング検査実施に関する親権者同意書（ 親権者の署名・ 押印必要） 」 が

必要と なり ます。 参加初日、 受付時に提出でき るよう 準備し ておいてく ださ い。

24 スト リ ングサービスは、 所定のブース内にて16日午前～20日17時まで受け付けます。

尚、 スト リ ングス持ち込みの場合は工賃2. 500円または使用スト リ ングス購入代金+工賃2, 000円と なり ます。

25 種目によっ ては、 順位決定戦（ ５ 位～８ 位） を行いますので、 必ず大会本部でレフ ェ リ ーに確認し て下さ い。

26 筋けいれんによるメ デイ カ ルタ イ ムアウト は取るこ と ができ ません。

27 島根県テニス協会医科学委員会のサポート により 、 選手に対するテーピング等のケアを実施し ます。

ただし 、 疲労回復のためのマッ サージは行いません。 （ ト レーナーが必要と 判断し た場合は、 こ の限り ではあり ません）

28 ト レーナーの会場での駐在は、 全試合終了後３ ０ 分までです。

29 ト レーナー室でのテーピングは１ ロール500円で購入し ていただき ます（ 持ち込みのテーピングＯ Ｋ ）

30 大会期間中のゴミ は各自で責任をも っ て持ち帰るよう お願いし ます。  

31 やむを得ず当日の試合を棄権し なければなら ない場合、 すみやかに下記の連絡先へ電話し て下さ い。

32 熱中症予防対策を各自でお願いし ます。 （ 氷は用意し ていません）

中 国 ジ ュ  ニ ア 選 手 権　 　 諸 注 意 ・  連 絡 事 項

開会式は行いません。

補欠選手も 各種目の１ 回戦開始予定時刻の15分前までに必ず受付を済ませて下さ い。

今大会ド ローは、 エント リ ー締切時（ 6/10） のラ ンキングを参考にし ています。

遅刻に対するペナルテイ ーはＪ Ｔ Ａ ルールを適用し ます。

プレイ に従い、 試合を開始し て下さ い。

ボールチェ ンジはすべての試合、 ９ -11チェ ンジと し ます。

試合前のウオームアッ プは３ 分間です。

各種目の決勝戦には、 Ｓ Ｃ Ｕ を配置し ます。

［  大会運営デスク 　 ０ ９ ０ －６ ８ ３ ９ －２ １ ２ ５ 、 　 中国テニス協会  ０ ８ ２ －２ ９ ８ －３ ８ ０ ７   ］

荷物・ 貴重品は目の届く と こ ろ へ置いて盗難に遭わないよ う 注意し まし ょ う ！！



７月９日(火)までに中国テニス協会へ参加料(7,300円)を振り込み、
「振替払込請求書兼受領証」を大会当日持参して下さい。

＊補欠の場合は振り込み不要です。
（本戦に繰り上がった場合のみ参加料を大会会場で支払い下さい。）

【振込先】
ゆうちょ銀行または郵便局に備え付けの払込取扱票に必要事項を記入して下さい。

●口座記号および番号 　０１３８０－４－５３５６７

●加入者名 　中国テニス協会

●通信欄 　１．大会名

　２．出場種目

　３．ドロー番号、氏名

　４．所属

必ず記入して下さい。

ダブルスは、ペア２人分でまとめて振り込みをして下さい。
　　　（個人で別々に振り込まないで下さい）

[通信欄記入例]
1. 中国ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権、2. Ｕ１８ 男子シングルス、3. №11.中国一郎、4. 広域テニスクラブ

※ドロー公開後は、いかなる理由があっても参加料の支払い義務が発生します。

参加料振込について



 

【NF 名】  （公財）日本テニス協会   御中 

 

1 8 歳 以下競技 者 親権者  同 意書 

私、【親権者氏名】                 （ふりがな                   ） は、 

 

【18 歳以下の競技者】                （ふりがな                   ）（以下「甲」）の親権者として、

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下、「JADA」）に加盟している競技団体に登録するすべての 

競技者（甲を含む）に、世界アンチ・ドーピング規程、同国際基準、及び日本アンチ・ドーピング規程（以下 

「規程等」といいます。）が適用されることを理解します。 

更に、ドーピング検査や検体分析、結果管理その他の規程等において定められる一連の手続（以下「ドーピ

ング・コントロール手続」といいます。）の内容を理解し、甲に当該内容を理解させます。 

また、甲がドーピング検査の対象となり、採取検体の種類を問わずドーピング検査を受けることに同意し、ド

ーピング・コントロール手続に服することに対して異議を申し述べません。また、規程等が随時更新されることも

理解します。 

本同意は、甲が満 18 歳となるまで有効とし、本人が 18 歳になるまでの間に親権者が私以外にかわった

場合には遅滞なく私から貴団体に通知し、新たな親権者から同意を得ることを誓約します。 

また、私は、過去の情報を含む、甲に関するすべての情報（個人情報を含む）並びに本同意書が、検査

やインテリジェンス活動等のアンチ・ドーピング活動に必要な範囲で、世界アンチ・ドーピング機構、国内外の競

技連盟、主要総合大会組織、独立行政法人日本スポーツ振興センター等に提供されることに同意します。 

 

西暦 ２０１９年   月   日 

【親権者】 

住 所:                           

自 署:                    印   

 

上記内容について了解いたしました。 

【競技者】（甲）  

競技名:                        

住 所:                         

自 署:                      印  

生年月日: 西暦      年   月   日 

Ver.20190628 



・ 松江総合運動公園テニスコート（人工芝コート１６面） ※松江会場　Ｕ１２.Ｕ１４.Ｕ１６　

・ 安来運動公園テニスコート（人工芝コート８面） ※Ｕ１８単２Ｒまで　複１Ｒまで

※安来会場１６日(火）１７日(水)Ｕ１８単２Ｒまで　複１Ｒまで　その後は松江会場に移動

計

Ｓ 9:00 １Ｒ（１６） 9:00 ２Ｒ（８） 10:30 ＱＦ（４） 10:30 SF(2).５～８(2) 10:30 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 12:00 １Ｒ（８） 13:00 ＱＦ（４） 13:00 SF(2) 13:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 12:00 １Ｒ（１６） 10:30 ２Ｒ（８） 10:30 ＱＦ（４） 10:30 SF(2).５～８(2) 10:30 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 13:30 １Ｒ（８） 13:00 ＱＦ（４） 13:00 SF(2) 13:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 9:00 １Ｒ（１６） 10:30 ２Ｒ（８） 10:30 ＱＦ（４） 10:30 SF(2).５～８(2) 10:30 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 13:00 １Ｒ（８） 13:00 ＱＦ（４） 13:00 SF(2) 13:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 9:00 １Ｒ（１６） 10:30 ２Ｒ（８） 10:30 ＱＦ（４） 10:30 SF(2).５～８(2) 10:30 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 13:00 １Ｒ（８） 13:00 ＱＦ（４） 13:00 SF(2) 13:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 12:00 １Ｒ（１６） 9:00 ２Ｒ（８） 9:00 ＱＦ（４） 9:00 SF(2).５～８(2) 9:00 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 12:00 １Ｒ（８） 12:00 ＱＦ（４） 12:00 SF(2) 12:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 12:00 １Ｒ（１６） 9:00 ２Ｒ（８） 9:00 ＱＦ（４） 9:00 SF(2).５～８(2) 9:00 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 12:00 １Ｒ（８） 12:00 ＱＦ（４） 12:00 SF(2) 12:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 10:30 １Ｒ（１６） 9:00 ２Ｒ（８） 9:00 ＱＦ（４） 9:00 SF(2).５～８(2) 9:00 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 12:00 １Ｒ（８） 12:00 ＱＦ（４） 12:00 SF(2) 12:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 10:30 １Ｒ（１６） 10:30 ２Ｒ（８） 9:00 ＱＦ（４） 9:00 SF(2).５～８(2) 9:00 F.3-4.5-6.7-8(4) 36
Ｄ 13:00 １Ｒ（８） 12:00 ＱＦ（４） 12:00 SF(2) 12:00 Ｆ．３－４(2) 16
Ｓ 64 32 16 16 16 144
Ｄ 32 16 8 8 64
Ｓ 64 32 16 16 16 144
Ｄ 32 16 8 8 64
Ｓ 128 64 32 32 32 288
Ｄ 64 32 16 16 128

128 128 64 48 48 416

Ｕ１４Ｇ

　　　２０１９中国ジュニア選手権大会日程表（案）（この日程表はオーダーオブプレイに相当するものです）

２０１９．０６．１６

第１日目(７／１6) 第２日目(７／１7） 第３日目(７／18) 第４日目(７／19) 第５日目(７／20） 第６日目(７／21)

Ｕ１８Ｂ

Ｕ１８Ｇ

Ｕ１６Ｂ

Ｕ１６Ｇ

Ｕ１４Ｂ

※試合方式：シングルスは３タイブレークセット（６－６タイブレーク）、ダブルスはファイナルセット１０Pマッチタイブレーク。但し、天候等により変更することがある。

※終日の練習コートはありません。但し４面並びでコートが空いた場合は希望を受け付けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        Ｒeferee：Y.Yoshiyama

Ｕ１２Ｂ

Ｕ１２Ｇ

男子計

女子計

計

総合計



松江総合運動公園　アクセスマップ

　安来運動公園　　アクセスマップ



2019中国ジュニアテニス選手権

BS 12
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   
1 たけなみＴＡ 岡山 高橋　廉汰朗 [1]  

    
2 グリーンベアーズ 島根 上山　奨天   

     
3 柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰   

     
4 レノファ山口 山口 正木　　光   

     
5 グリーンベアーズ 島根 小桜　央雅   

     
6 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野　碧致   

     
7 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真   

     
8 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎 [5]   

     
9 たけなみＴＡ 岡山 伊藤　広翔 [4]   

     
10 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔   

     
11 風の国ＴＣＪｒ 島根 古田　真拓   

     
12 アポロＴＣ 鳥取 山﨑　大麓   

     
13 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央   

     
14 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希   

     
15 グリーンベアーズ 島根 幡原　　創   

     
16 ラスタットＴＣ 岡山 宮本　浩弥 [7]   

     
17 ラスタットＴＣ 岡山 西山　大和 [6]   

     
18 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也   

     
19 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太   

     
20 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔   

     
21 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中川　琉成   

     
22 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　風音   

     
23 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖   

     
24 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　璃人 [3]   

     
25 境港ジュニア 鳥取 土海　悠太 [8]   

     
26 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成   

     
27 石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃   

     
28 アルファＴＣ 山口 大方　康平   

     
29 ふくいＴＣ 山口 飯田　　要   

     
30 ハニ・ｋａｍｉ 岡山 中原　　寛   

     
31 石川ＴＳ 岡山 塩飽　永二   

     
32 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田　歩志  
補欠② ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　優弥
補欠③ やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光

BS 12 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   



2019中国ジュニアテニス選手権

GS 12
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   
1 やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲 [1]  

    
2 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真   

     
3 レノファ山口 山口 渡辺　真優   

     
4 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海   

     
5 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口　　桜   

     
6 アサヒＴＣ 岡山 廣澤　真伊   

     
7 アルファＴＣ 山口 小林　奈月   

     
8 ノアアカデミー倉敷 岡山 亀山　華子 [6]   

     
9 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希 [4]   

     
10 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 中村　若那   

     
11 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆   

     
12 グリーンベアーズ 島根 門脇　有咲   

     
13 グリーンベアーズ 島根 宮本　　恵   

     
14 ミズノＴＳ 山口 前田　ゆめ   

     
15 周南ジュニアＴＳ 山口 谷本　　葵   

     
16 ラスタットＴＣ 岡山 原田　萌衣 [5]   

     
17 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ [8]   

     
18 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ   

     
19 遊ポートＴＣ 鳥取 内田　祥生   

     
20 レノファ山口 山口 長岡　　愛   

     
21 境港ジュニア 鳥取 土海　　環   

     
22 Ｉ出雲 島根 神門　明音   

     
23 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽   

     
24 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　玲奈 [3]   

     
25 アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛 [7]   

     
26 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優   

     
27 庭球館 広島 大塚　あや   

     
28 ノアアカデミー倉敷 岡山 志久　舞優   

     
29 石川ＴＳ 岡山 石川　星来   

     
30 浜村スポ少 鳥取 井上　日彩   

     
31 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂   

     
32 やすいそ庭球部 広島 井上　季子 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① 柳生園ＴＣ 岡山 村上　七菜  
補欠② たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖
補欠③ ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依

GS 12 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
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ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　璃人 [1] 
1 たけなみＴＡ 岡山 高橋　廉汰朗  

アルファＴＣ 山口 大方　康平  
2 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　風音   

遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔   
3 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰   

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中川　琉成   
4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 溝手　倫太朗   

福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔 [4]   
5 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖   

山口テニスアカデミー 山口 石田　誠志郎   
6 山口テニスアカデミー 山口 長谷川　和真   

ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　優弥   
7 ラスタットＴＣ 岡山 片山　咲風   

Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希   
8 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大   

グリーンベアーズ 島根 上山　奨天   
9 グリーンベアーズ 島根 幡原　　創   

石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃   
10 たけなみＴＡ 岡山 伊藤　広翔   

みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成   
11 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太   

ラスタットＴＣ 岡山 宮本　浩弥 [3]   
12 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎   

グリーンベアーズ 島根 小桜　央雅   
13 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也   

やすいそ庭球部 広島 徳永　恢良   
14 やすいそ庭球部 広島 藤山　一千翔   

サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央   
15 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真   

グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田　歩志 [2]   
16 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺  

    
  順位 3-4   
    
    
   
柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰

柳生園ＴＣ 岡山 中川　輝里
グリーンベアーズ 島根 小桜　空芽
グリーンベアーズ 島根 角田　　樹

補欠①

補欠②
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やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲 [1] 
1 やすいそ庭球部 広島 井上　季子  

たけなみＴＡ 岡山 大西　真由  
2 ラスタットＴＣ 岡山 池田　花珠   

たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌   
3 たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖   

Ｉ出雲 島根 神門　明音   
4 Ｉ出雲 島根 金沢　光姫   

ノアアカデミー倉敷 岡山 亀山　華子 [4]   
5 石川ＴＳ 岡山 石川　星来   

ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真   
6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部　姫菜   

Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり   
7 Ⅰ出雲 島根 神門　朱音   

ノアアカデミー倉敷 岡山 志久　舞優   
8 ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音   

ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 中村　若那   
9 アサヒＴＣ 岡山 廣澤　真伊   

福山テニス王国 広島 永井　支麻   
10 福山テニス王国 広島 竹堂　　杏   

レノファ山口 山口 渡辺　真優   
11 レノファ山口 山口 長岡　　愛   

グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希 [3]   
12 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ   

周南ジュニアＴＳ 山口 津山　和奏   
13 周南ジュニアＴＳ 山口 谷本　　葵   

柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂   
14 柳生園ＴＣ 岡山 村上　七菜   

アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛   
15 アルファＴＣ 山口 小林　奈月   

ラスタットＴＣ 岡山 五藤　玲奈 [2]   
16 ラスタットＴＣ 岡山 原田　萌衣  

    
  順位 3-4   
    
    
ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈  
ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　小春

補欠①
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1 チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太 [1]  

    
2 アシニスクラブ 広島 加藤　　和   

     
3 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　遥斗   

     
4 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　大翔   

     
5 サニーＴＳ 鳥取 大本　明典   

     
6 たけなみＴＡ 岡山 大西　晃平   

     
7 やすいそ庭球部 広島 酒井　　和   

     
8 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 [5]   

     
9 みなみ坂ＴＳ 広島 窪田　晃大 [3]   

     
10 遊ポートＴＣ 鳥取 三木　大地   

     
11 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生   

     
12 いのうえＴＧ 山口 市原　紀辰   

     
13 サニーＴＳ 鳥取 森本　啓太   

     
14 ハチヤＴＳ 岡山 講元　大祈   

     
15 サニーＴＳ 鳥取 新　　拓望   

     
16 たけなみＴＡ 岡山 小野クリストファー滉生 [6]   

     
17 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [7]   

     
18 カトウＴＣ 山口 福井　海翔   

     
19 グリーンベアーズ 島根 勝部　篤輝   

     
20 石川ＴＳ 岡山 麻野　　樹   

     
21 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真   

     
22 カトウＴＣ 山口 山田　壮汰   

     
23 グリーンベアーズ 島根 池淵　有人   

     
24 チェリーＴＣ 岡山 間野　由大 [4]   

     
25 やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸 [8]   

     
26 カトウＴＣ 山口 泉　　界瑛   

     
27 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風   

     
28 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石　一樹   

     
29 ラスタットＴＣ 岡山 長尾　治紀   

     
30 カトウＴＣ 山口 大下　　然   

     
31 福山テニス王国 広島 工藤　　翼   

     
32 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木　唯人 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① ラスタットＴＣ 岡山 塚本　真崇  
補欠② ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　慎之介
補欠③ 岡山理大附属中 岡山 青木　佑仁

BS 14 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   



2019中国ジュニアテニス選手権

GS 14
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   
1 トゥネＴＣ 山口 藤永　萌花 [1]  

    
2 アキラIＴＣ 広島 平川　瑠菜   

     
3 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　咲花   

     
4 やすいそ庭球部 広島 清瀧　海香   

     
5 レノファ山口 山口 渡辺　心優   

     
6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子   

     
7 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良   

     
8 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [7]   

     
9 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本　麻璃花 [4]   

     
10 Ｉ出雲 島根 須田　優奈   

     
11 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜   

     
12 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　　澪   

     
13 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　呼春   

     
14 ミズノＴＳ 山口 高橋　宝良   

     
15 山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈   

     
16 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希 [6]   

     
17 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原　　舞 [8]   

     
18 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛   

     
19 ラスタットＴＣ 岡山 原田　悠衣   

     
20 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　那菜   

     
21 グリーンベアーズ 島根 丹波　陽菜   

     
22 たけなみＴＡ 岡山 西田　陽香   

     
23 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　　陽   

     
24 やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [3]   

     
25 ラスタットＴＣ 岡山 河野　望奈 [5]   

     
26 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子   

     
27 遊ポートＴＣ 鳥取 石黒　和奏   

     
28 ＮＢテニスガーデン 広島 村田　結愛   

     
29 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚   

     
30 山陽女子中学校 岡山 戸坂　文音   

     
31 開星中学校 島根 上山　夕貴   

     
32 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　絢果 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① 山陽女子中学校 岡山 黒瀧　桜花  
補欠② Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉
補欠③ 山口サングリーンＴＣ 山口 田島　梨帆

GS 14 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
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チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太 [1] 
1 チェリーＴＣ 岡山 間野　由大  

やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸  
2 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真   

サニーＴＳ 鳥取 新　　拓望   
3 サニーＴＳ 鳥取 白石　千空   

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　聖七   
4 ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　慎之介   

みなみ坂ＴＳ 広島 窪田　晃大 [4]   
5 やすいそ庭球部 広島 酒井　　和   

カトウＴＣ 山口 山田　壮汰   
6 カトウＴＣ 山口 泉　　界瑛   

ラスタットＴＣ 岡山 塚本　真崇   
7 ラスタットＴＣ 岡山 長尾　治紀   

カトウＴＣ 山口 大下　　然   
8 カトウＴＣ 山口 田中　康太   

グリーンベアーズ 島根 勝部　篤輝   
9 グリーンベアーズ 島根 池淵　有人   

たけなみＴＡ 岡山 丸山　大地   
10 たけなみＴＡ 岡山 大西　晃平   

遊ポートＴＣ 鳥取 三木　大地   
11 サニーＴＳ 鳥取 森本　啓太   

ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [3]   
12 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功   

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　脩嗣   
13 石川ＴＳ 岡山 麻野　　樹   

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

アシニスクラブ 広島 加藤　　和   
15 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森本　泰至   

柳生園ＴＣ 岡山 佐々木　唯人 [2]   
16 たけなみＴＡ 岡山 小野　クリストファー滉生  

    
  順位 3-4   
    
    
ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風  
ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　遥斗

福山テニス王国 広島 工藤　　翼

福山テニス王国 広島 江草　春樹

補欠①

補欠②
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やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [1] 
1 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　絢果  

ミズノＴＳ岩国 山口 宇本　まなみ  
2 ミズノＴＳ 山口 高橋　宝良   

チェリーＴＣ 岡山 中島　望来   
3 チェリーＴＣ 岡山 浅野　里帆   

開星中学校 島根 上山　夕貴   
4 Ｉ出雲 島根 影山　里桜   

やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [3]   
5 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本　麻璃花   

グリーンベアーズ 島根 丹波　陽菜   
6 Ｉ出雲 島根 須田　優奈   

アキラIＴＣ 広島 平川　瑠菜   
7 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 東　　瑚子   

ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良   
8 たけなみＴＡ 岡山 西田　陽香   

石川ＴＳ 岡山 佃　　咲奈芭   
9 ハニ・ ｋ ａ ｍｉ 岡山 神内　彩華   

Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻　早菜   
10 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉   

カトウＴＣ 山口 平田　佳子   
11 山口サングリーンＴＣ 山口 田島　梨帆   

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原　　舞 [4]   
12 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希   

山陽女子中学校 岡山 戸坂　文音   
13 山陽女子中学校 岡山 黒瀧　桜花   

吉賀町テニス連盟 島根 加藤　那菜   
14 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　　澪   

グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜   
15 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚   

山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈 [2]   
16 トゥネＴＣ 山口 藤永　萌花  

    
  順位 3-4   
    
    
ＮＢテニスガーデン 広島 村田　結愛  
ＮＢテニスガーデン 広島 藤本　怜矢

Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 濱本　　弥

Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 北國　芽吹

補欠①

補欠②
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1 関西高校 岡山 髙　　悠亜 [1]  

    
2 ＮＢテニスガーデン 広島 田中　　晴   

     
3 西京高校 山口 垣内　勇星   

     
4 ラスタットＴＣ 岡山 角南　　凌   

     
5 岡山理大附属高校 岡山 小野　隼征サムウェル   

     
6 開星中学校 島根 角　　陽太   

     
7 カトウＴＣ 山口 由良　隆之佑   

     
8 チェリーＴＣ 岡山 藤高　聡真 [8]   

     
9 広島国際学院高等学校 広島 中本　悠水 [4]   

     
10 大和オレンジボールＴＣ 山口 平野　磨沙斗   

     
11 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井　汰育   

     
12 五日市中学校 広島 田中　優次   

     
13 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　翔希   

     
14 ポップテニスプラス 鳥取 上野　大輔   

     
15 岡山理大附属高校 岡山 片山　稜太   

     
16 西京高校 山口 寺西　拓巳 [7]   

     
17 ＮＢテニスガーデン 広島 宮川　桂輔 [6]   

     
18 関西高校 岡山 吉原　幹人   

     
19 遊ポートＴＣ 鳥取 山口　　遼   

     
20 出雲高校 島根 験馬　怜人   

     
21 松江北高校 島根 金阪　大夢   

     
22 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸　星羽   

     
23 法勝寺中学校 鳥取 門脇　智大   

     
24 関西高校 岡山 岩本　晋之介 [3]   

     
25 山口テニスアカデミー 山口 柴田　昂樹 [5]   

     
26 鳥取城北高校 鳥取 有田　朋由   

     
27 風の国ＴＣＪｒ 島根 久佐　巧己   

     
28 西京高校 山口 河内　優和   

     
29 グリーンベアーズ 島根 松浦　諄成   

     
30 ＮＢテニスガーデン 広島 中西　康輔   

     
31 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷　　蒼   

     
32 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋 [2]  

    
  順位 3-4   

  
  

補欠① 岡山学芸館高校 岡山 塚原　歩己  
補欠② 広陵高校 広島 前野　廉翔
補欠③ グリーンベアーズ 島根 安村　　晴
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1 岡山学芸館高校 岡山 中島　玲亜 [1]  

    
2 グリーンベアーズ 島根 浦野　仁美   

     
3 開星高校 島根 小河　莉緒   

     
4 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 古谷　奏波   

     
5 西京高校 山口 林　　優希乃   

     
6 境高校 鳥取 小澤　日茉理   

     
7 山陽女子中学校 岡山 大髙　智咲   

     
8 やすいそ庭球部 広島 上野　京香 [5]   

     
9 岡山学芸館高校 岡山 吉本　菜月 [3]   

     
10 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家　果子   

     
11 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田　夏帆   

     
12 野田学園高校 山口 五十嵐　凜   

     
13 野田学園高校 山口 神山　　優   

     
14 米子北斗高校 鳥取 岩井　萌花   

     
15 境高校 鳥取 大谷　沙耶花   

     
16 岡山学芸館高校 岡山 青梨　里咲 [8]   

     
17 山陽女子高校 岡山 河野　彩奈 [6]   

     
18 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 中島　愛梨   

     
19 野田学園高校 山口 藤本　夏菜   

     
20 岡山学芸館高校 岡山 同前　華伶来   

     
21 開星高校 島根 野村　優奈   

     
22 柳生園ＴＣ 岡山 片山　　皓   

     
23 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田　　遥   

     
24 開星高校 島根 横田　七帆 [4]   

     
25 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊　多笑 [7]   

     
26 グリーンベアーズ 島根 清田　千遥   

     
27 美鈴が丘高校 広島 築城　サヤ   

     
28 野田学園高校 山口 安藤　萌花   

     
29 Ｉ出雲 島根 池淵　綾華   

     
30 米子北高校 鳥取 野々村　有美   

     
31 やすいそ庭球部 広島 藤山　心羽   

     
32 岡山学芸館高校 岡山 齋藤　優寧 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① たけなみＴＡ 岡山 小野　カトリーヌ瑞侑  
補欠② やすいそ庭球部 広島 河野　由衣
補欠③ スフィーダＴＣ 岡山 松本　　藍
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関西高校 岡山 岩本　晋之介 [1] 
1 関西高校 岡山 髙　　悠亜  

ＮＢテニスガーデン 広島 中西　康輔  
2 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　翔希   

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

グリーンベアーズ 島根 松浦　諄成   
4 開星中学校 島根 角　　陽太   

西京高校 山口 寺西　拓巳 [3]   
5 山口テニスアカデミー 山口 柴田　昂樹   

岡山学芸館高校 岡山 万道　麻央   
6 岡山学芸館高校 岡山 森　　一生   

遊ポートＴＣ 鳥取 山口　　遼   
7 法勝寺中学校 鳥取 門脇　智大   

Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大田　恵士   
8 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 郷坪　凌太郎   

ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑　　誠   
9 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田　唯楓   

グリーンベアーズ 島根 安村　　晴   
10 グリーンベアーズ 島根 高橋　颯大   

境港ジュニア 鳥取 安達　周人   
11 境港ジュニア 鳥取 水津　碧翔   

松江北高校 島根 金阪　大夢 [4]   
12 出雲高校 島根 験馬　怜人   

西京高校 山口 本弘　　琉   
13 カトウＴＣ 山口 由良　隆之佑   

関西高校 岡山 今村　匡斗士   
14 関西高校 岡山 吉原　幹人   

岡山学芸館高校 岡山 塚原　歩己   
15 岡山理大附属高校 岡山 片山　稜太   

広島国際学院高等学校 広島 中本　悠水 [2]   
16 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋  

    
  順位 3-4   
    
    
ラスタットＴＣ 岡山 杉野　厚太  
ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　颯真

ラスタットＴＣ 岡山 角南　　凌
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 藤井　祐大

補欠①

補欠②
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岡山学芸館高校 岡山 中島　玲亜 [1] 
1 岡山学芸館高校 岡山 齋藤　優寧  

Ｉ出雲 島根 池淵　綾華  
2 グリーンベアーズ 島根 浦野　仁美   

岡山学芸館高校 岡山 内田　結子   
3 岡山学芸館高校 岡山 青梨　里咲   

松江東高校 島根 宮川　花菜   
4 グリーンベアーズ 島根 清田　千遥   

岡山学芸館高校 岡山 吉本　菜月 [3]   
5 岡山学芸館高校 岡山 同前　華伶来   

Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 和田　夏帆   
6 美鈴が丘高校 広島 築城　サヤ   

野田学園高校 山口 五十嵐　凜   
7 野田学園高校 山口 小川　すみれ   

岡山学芸館高校 岡山 中村　春那   
8 岡山学芸館高校 岡山 奥田 　菜々美   

ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田　　遥   
9 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊　多笑   

野田学園高校 山口 杉本　愛佳   
10 野田学園高校 山口 神山　　優   

Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 中島　愛梨   
11 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 古谷　奏波   

山陽女子中学校 岡山 大髙　智咲 [4]   
12 山陽女子高校 岡山 河野　彩奈   

たけなみＴＡ 岡山 小野　カトリーヌ瑞侑   
13 スフィーダＴＣ 岡山 松本　　藍   

開星高校 島根 小河　莉緒   
14 開星高校 島根 野村　優奈   

柳生園ＴＣ 岡山 丸山　晶帆   
15 柳生園ＴＣ 岡山 片山　　皓   

やすいそ庭球部 広島 上野　京香 [2]   
16 開星高校 島根 横田　七帆  

    
  順位 3-4   
    
    
やすいそ庭球部 広島 河野　由衣  
やすいそ庭球部 広島 松本　琉亜

野田学園高校 山口 野口　和佳奈

野田学園高校 山口 長藤　陽菜

補欠①

補欠②
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1 岡山理大附属高校 岡山 藤井　悠人 [1]  

    
2 鳥取東高校 鳥取 尾﨑　海斗   

     
3 山口高校 山口 柴丸　直人   

     
4 岡山理大附属高校 岡山 池畠　大生   

     
5 鳥取東高校 鳥取 徳永　隆行   

     
6 関西高校 岡山 河野　健司   

     
7 松江北高校 島根 岩田　悠希   

     
8 広陵高校 広島 田中　謙太朗 [6]   

     
9 関西高校 岡山 高木　　翼 [4]   

     
10 岩国高校 山口 森脇　雄大   

     
11 安来高校 島根 金川　哲大   

     
12 広陵高校 広島 中島　蓮翔   

     
13 美鈴が丘高校 広島 門脇　空志   

     
14 松江北高校 島根 服部　広大   

     
15 関西高校 岡山 柏木　悠太郎   

     
16 山口テニスアカデミー 山口 桑原　慶太 [8]   

     
17 関西高校 岡山 車田　琉季 [5]   

     
18 広島城北高校 広島 竹下　晴喜   

     
19 岡山理大附属高校 岡山 井戸垣　一志   

     
20 ＳＴＥＶＥ 鳥取 松原　蒼一郎   

     
21 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 小村　亮世   

     
22 関西高校 岡山 豊島　彰人   

     
23 米子東高校 鳥取 井上　謙信   

     
24 関西高校 岡山 三宅　悠介 [3]   

     
25 岡山理大附属高校 岡山 毛利　海朗 [7]   

     
26 西京高校 山口 上田　慨也   

     
27 岡山理大附属高校 岡山 安藤　百次郎   

     
28 米子北斗高校 鳥取 玉田　一成   

     
29 開星高校 島根 大下　穂高   

     
30 修道高校 広島 髙村　周成   

     
31 山口高校 山口 木本　達也   

     
32 岡山理大附属高校 岡山 橋田　涼平 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① 岡山理大附属高校 岡山 桑原　　樹  
補欠② 岡山理大附属高校 岡山 岩本　尚起
補欠③ 岡山学芸館高校 岡山 村田　智哉

BS 18 - 順位 5-8
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1 柳生園ＴＣ 岡山 新見　小晴 [1]  

    
2 野田学園高校 山口 宇都宮　歩優   

     
3 美鈴が丘高校 広島 中島　亜希子   

     
4 益田翔陽高校 島根 岡本　凜香   

     
5 野田学園高校 山口 大本　葉月   

     
6 就実高校 岡山 片岡　亜友   

     
7 岡山理大附属高校 岡山 藤原　加那   

     
8 野田学園高校 山口 鈴木　渚左 [8]   

     
9 野田学園高校 山口 牛尾　真夕 [4]   

     
10 出雲西高校 島根 高見 光   

     
11 松江東高校 島根 塩田　侑良   

     
12 境高校 鳥取 佐々木　愛華   

     
13 山陽女子高校 岡山 長原　　櫻   

     
14 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 松井　志乃   

     
15 野田学園高校 山口 近藤　佳怜   

     
16 やすいそ庭球部 広島 丸古　陽女 [5]   

     
17 山口高校 山口 井上　愛梨 [7]   

     
18 境高校 鳥取 仲田　花   

     
19 米子西高校 鳥取 古田　百花   

     
20 広陵高校 広島 牧　　由貴菜   

     
21 就実高校 岡山 遠部　遥菜   

     
22 開星高校 島根 宮本　真有   

     
23 みなみ坂ＴＳ 広島 中澤　紀保   

     
24 野田学園高校 山口 宗和　南波 [3]   

     
25 野田学園高校 山口 南口　亜美 [6]   

     
26 岡山理大附属高校 岡山 角南　瑠衣   

     
27 野田学園高校 山口 大沼　愛弥   

     
28 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 若栗　三葉   

     
29 米子東高校 鳥取 田中　友紀   

     
30 開星高校 島根 浜屋　日菜子   

     
31 鳥取城北高校 鳥取 片山　美咲   

     
32 野田学園高校 山口 徳安　莉菜 [2]  

    
  順位 3-4   
    
    

補欠① 岡山学芸館高校 岡山 不田　妃芽乃  
補欠② 山陽女子高校 岡山 菱川　夏奈
補欠③ 山陽女子高校 岡山 和気　紀佳
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岡山理大附属高校 岡山 橋田　涼平 [1] 
1 岡山理大附属高校 岡山 藤井　悠人  

出雲北陵高校 島根 岡　　航輔  
2 松江高専 島根 渡部　陽也   

関西高校 岡山 柏木　悠太郎   
3 関西高校 岡山 豊島　彰人   

米子北斗高校 鳥取 玉田　一成   
4 米子北斗高校 鳥取 笠岡　遥之   

関西高校 岡山 河野　健司 [3]   
5 関西高校 岡山 車田　琉季   

山口高校 山口 木本　達也   
6 山口テニスアカデミー 山口 桑原　慶太   

広陵高校 広島 久富　昭拓   
7 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 砂野　綾真   

岡山理大附属高校 岡山 安藤　百次郎   
8 岡山理大附属高校 岡山 桑原　　樹   

関西高校 岡山 岡上　直暉   
9 関西高校 岡山 藤井　遼太郎   

開星高校 島根 大下　穂高   
10 開星高校 島根 神谷　優希   

広陵高校 広島 中島　蓮翔   
11 広陵高校 広島 田中　謙太朗   

岡山理大附属高校 岡山 岩本　尚起 [4]   
12 岡山理大附属高校 岡山 池畠　大生   

西京高校 山口 上田　慨也   
13 西京高校 山口 深野　蓮太   

岡山学芸館高校 岡山 村田　智哉   
14 岡山学芸館高校 岡山 湊　　尊仁   

米子東高校 鳥取 井上　謙信   
15 米子東高校 鳥取 赤木　拓夢   

関西高校 岡山 三宅　悠介 [2]   
16 関西高校 岡山 高木　　翼  

    
  順位 3-4   
    
    
岡山理大附属高校 岡山 井戸垣　一志  
岡山理大附属高校 岡山 山口　　巧

安来高校 島根 金川　哲大

出雲北陵高校 島根 吉岡　七生

補欠①

補欠②
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野田学園高校 山口 宗和　南波 [1] 
1 野田学園高校 山口 徳安　莉菜  

就実高校 岡山 片岡　亜友  
2 就実高校 岡山 遠部　遥菜   

松江東高校 島根 塩田　侑良   
3 松江東高校 島根 林　　桃加   

美鈴が丘高校 広島 河野 ちはる   
4 美鈴が丘高校 広島 浅井 優菜   

野田学園高校 山口 大沼　愛弥 [4]   
5 野田学園高校 山口 宇都宮　歩優   

みなみ坂ＴＳ 広島 中澤　紀保   
6 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 松井　志乃   

開星高校 島根 宮本　真有   
7 益田翔陽高校 島根 岡本　凜香   

山口高校 山口 井上　愛梨   
8 山口高校 山口 城戸　香澄   

開星高校 島根 浜屋　日菜子   
9 開星高校 島根 玉木　里和   

美鈴が丘高校 広島 中島　亜希子   
10 美鈴が丘高校 広島 白神　佳菜   

岡山学芸館高校 岡山 不田　妃芽乃   
11 岡山学芸館高校 岡山 本地　望愛   

野田学園高校 山口 近藤　佳怜 [3]   
12 野田学園高校 山口 鈴木　渚左   

山陽女子高校 岡山 坂井　愛悠   
13 山陽女子高校 岡山 長原　　櫻   

野田学園高校 山口 大本　葉月   
14 野田学園高校 山口 鳥山　友里   

山陽女子高校 岡山 和気　紀佳   
15 山陽女子高校 岡山 菱川　夏奈   

野田学園高校 山口 南口　亜美 [2]   
16 野田学園高校 山口 牛尾　真夕  

    
  順位 3-4   
    
    
岡山理大附属高校 岡山 角南　瑠衣  
岡山理大附属高校 岡山 藤原　加那
ＮＢテニスガーデン 広島 河野　歩花

やすいそ庭球部 広島 佐々木　瑞彩美

補欠①

補欠②
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