
１， 主 催 鳥取県テニス協会

２， 主 管 鳥取県テニス協会　ジュニア委員会

３， 後 援 中国テニス協会　鳥取県高等学校体育連盟　鳥取県中学校テニス連盟

４， 協 賛 ヨネックス（株）　テニスショップ、フラシーノ　　

５， 日 時 シングルス 予選 令和元年５月３日（金）　雨天決行、予備日　４日５日

本戦 令和元年５月４日（土）５日（日）　雨天決行、予備日　６日

ダブルス 令和元年５月３日（金）４日（土）　雨天決行、予備日　５日６日

ダブルスは３日に男子は３Ｒまでとコンソレ、女子はＳＦまでとコンソレを実施

予定。４日に残り試合を実施予定。

受付時間 シングルス予選，5月3日(金) 各選手はドローシートに記載の時間までに

受付をして下さい。

シングルス本戦、5月4日(土) ８：４５受付締切

ダブルス、5月3日(金) 各選手はドローシートに記載の時間までに

受付をして下さい。

＊ 雷などの荒天の場合には、予選のずれ込みや競技方法の変更をすることがあります。

練習コート 　５月３日(金) ①９：００～９：５０

②およそ１３時以降～１６：００

　５月４日(土)５日(日) ８：００～８：５０　

６， 会 場 コカ・コーラボトラーズジャパン　スポーツパークテニスコート（砂入り人工芝コート１６面）

　鳥取市布勢１４６－１ ＴＥＬ ０８５７－３１－６９１１

７， 種 目 Ｕ－１８男女各シングルス　

Ｕ－１８男女各ダブルス

８， 競技方法 ＊ トーナメント　　ダブルスは８ゲームスプロセット。

　　　　　　　　　 シングルス本戦は3セットマッチ（各セット６－６後12ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　 シングルス予選は8ゲームズプロセット。　

　　　　　　　　 　天候等により変更することがあります。

＊ 予選においての決勝敗者は「ラッキールーザー」として、本戦に棄権選手のあった場合に参加

できる可能性があります。

＊ 予選、初戦敗者はトーナメント形式で練習マッチを行います。（１Ｓｅｔマッチ）

＊ シングルス本戦は「フィードインコンソレーション」をおこないます。

シングルス本戦ＳＦ以降、フィードインコンソレーション２Ｒ以降は、5月5日におこないます。

＊ ダブルス、初戦敗者はトーナメント形式で練習マッチを行います。（１Ｓｅｔマッチ）

＊ 服装は清潔で礼儀正しい慣習的に認められているテニスウェア

９， 使 用 球  ヨネックス　マッスルパワートーナメント

１０， 天候による確認、その他の問い合わせは、担当　楠瀬０９０－３００３－９６７３迄

令和元年度

第６回　中国オープン山陰ジュニアテニス大会　連絡事項　　

＜中国ジュニアランキングポイント対象大会(予選敗者も含む)＞
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令和元年度

第６回　中国オープン山陰ジュニアテニス大会　

シングルス本戦アクセプタンスリスト・受付時間

ドロー抽選は5月３日(金)予選終了後。

＊選考資料・４月１６日付けジュニアランキング

男子シングルス　　５月４（土）　８：４５受付〆切

蔵田　太洋 広島国際学院高校 広島

ア
ベ
レ
ー

ジ
ポ
イ
ン
ト

271.000

岩本　晋之介 関西高校 岡山 206.267

中本　悠水 やすいそ庭球部 広島 201.167

髙村　周成 修道高校 広島 108.233

玉田　一成 米子北斗高校 鳥取 89.800

橋川　蒼生 鳥取東高校 鳥取 65.067

験馬　怜人 出雲高校 島根 60.367

中島　蓮翔 広陵高校 広島 55.733

女子シングルス　　５月４（土）　８：４５受付〆切

丸古　陽女 やすいそ庭球部 広島

ア
ベ
レ
ー

ジ
ポ
イ
ン
ト

307.333

上野　京香 やすいそ庭球部 広島 146.933

河野　彩奈 山陽女子高校 岡山 108.500

青梨　里咲 岡山学芸館高校 岡山 97.033

片山　美咲 鳥取城北高校 鳥取 85.333

若栗　三葉 Ｔ－Ｓｔｅｐ 広島 77.200

浦野　仁美 グリーンベアーズ 島根 54.700

築城　サヤ ＮＢテニスガーデン 広島 50.000

塩田　侑良 松江東高校 島根 42.867



2019中国オープン山陰ジュニアテニス大会
BS 18-予選 ＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Round 2 Finals 予選勝者

    
1  グリーンベアーズ 島根県 松浦 諄成 [1]  

    松浦 諄成 [1]
2    Bye   

     10:30
3  出雲西高校 島根県 青木 一真   

    9:40  

4  みなみ坂ＴＳ 広島県 三井 哲朗   

      Q1
5  出雲北陵中学 島根県 石川 泰丞   

    石川 泰丞  

6    Bye   

      

7    Bye  10:30
    小松 優貴 [16]  

8  ＳＴＥＶＥ 鳥取県 小松 優貴 [16]  

     

9  松江北高校 島根県 金阪 大夢 [2]  
    金阪 大夢 [2]

10    Bye   

     10:30
11  米子東高校 鳥取県 門脇 直大   

    9:40  

12  やすいそ庭球部 広島県 假野 耀市   

      Q2
13  出雲西高校 島根県 増原 和士   

    増原 和士  

14    Bye   

      

15    Bye  10:30
    大貫 颯太 [14]  

16  みなみ坂ＴＳ 広島県 大貫 颯太 [14]  

     

17  開星中学 島根県 角 陽太 [3]  
    角 陽太 [3]

18    Bye   

     10:30
19  Ｃ 広島県 鳥谷部 峻史   

    9:40  

20  松江高専 島根県 渡部 陽也   

      Q3
21  出雲西高校 島根県 山根 奨   

    山根 奨  

22    Bye   

      

23    Bye  10:30
    浜岡 柊生 [13]  

24  やすいそ庭球部 広島県 浜岡 柊生 [13]  

     

25  安来高校 島根県 金川 哲大 [4]  
    金川 哲大 [4]

26    Bye   

     10:30
27  やすいそ庭球部 広島県 藤川 寛将   

    9:40  

28  ＳＴＥＶＥ 鳥取県 松原 蒼一郎   

      Q4
29    Bye   

    沖村 深月  

30  遊ポートＴＣ 鳥取県 沖村 深月   

      

31    Bye  10:30
    安村 晴 [11]  

32  グリーンベアーズ 島根県 安村 晴 [11]  

     



33  出雲高校 島根県 尾添 虎太郎 [5]  
    尾添 虎太郎 [5]

34    Bye   

     10:30
35  出雲西高校 島根県 後藤 俊弥   

    9:40  

36  やすいそ庭球部 広島県 山田 幸征   

      Q5
37    Bye   

    影山 久朗  

38  出雲西高校 島根県 影山 久朗   

      

39    Bye  10:30
    水津 碧翔 [12]  

40  境港ジュニア 鳥取県 水津 碧翔 [12]  

     

41  法勝寺中学 鳥取県 門脇 智大 [6]  
    門脇 智大 [6]

42    Bye   

     10:30
43  出雲西高校 島根県 岩田 悠希   

    9:40  

44  やすいそ庭球部 広島県 酒井 蓮生   

      Q6
45    Bye   

    忠政 遼河  

46  アキラＩＴＣ 広島県 忠政 遼河   

      

47    Bye  10:30
    高橋 颯太 [15]  

48  グリーンベアーズ 島根県 高橋 颯太 [15]  

     

49  遊ポートＴＣ 鳥取県 山口 遼 [7]  
    山口 遼 [7]

50    Bye   

     10:30
51  広陵高校 広島県 藤本 眞矢   

    9:40  

52  出雲西高校 島根県 森脇 宗志   

      Q7
53    Bye   

    中村 将也  

54  ＴＣＳ 広島県 中村 将也   

      

55    Bye  10:30
    大谷 蒼 [10]  

56  スポｎｅｔ　なんぶ 鳥取県 大谷 蒼 [10]  

     

57  広陵高校 広島県 前野 廉翔 [8]  
    前野 廉翔 [8]

58    Bye   

     10:30
59  境港ジュニア 鳥取県 安達 周人   

    9:40  

60  出雲西高校 島根県 安達 崇大   

      Q8
61    Bye   

    高木 陸矢  

62  出雲西高校 島根県 高木 陸矢   

      

63    Bye  10:30
    井上 謙信 [9]  

64  米子東高校 鳥取県 井上 謙信 [9]  

    

   



2019中国オープン山陰ジュニアテニス大会
GS 18-予選 ＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Finals 予選勝者

 松江東高校 島根県 塩田 侑良 [1]

1  山陽女子高校 岡山県 金光 智慧 [17]  

    

2    Bye   

 山陽女子高校 岡山県 金光 智慧  11:00 Q1

3  Bye   

    9:40  

4  米子東高校 鳥取県 木下 涼葉 [12]  

     

5  Ｉ出雲 島根県 池淵 綾華 [2]  

    池淵 綾華 [2]

6    Bye   

     11:00 Q2

7  境高校 鳥取県 小澤 日茉理   

    9:40  

8  岡山学芸館高校 岡山県 内田 結子 [16]  

     

9  やすいそ庭球部 広島県 河野 由衣 [3]  

    河野 由衣 [3]

10    Bye   

     11:00 Q3

11  安田女子高校 広島県 河野 仁美   

    9:40  

12  米子東高校 鳥取県 長谷川 美雛 [11]  

     

13  倉吉東高校 鳥取県 浜家 早都 [4]  

    浜家 早都 [4]

14    Bye   

     11:00 Q4

15  境高校 鳥取県 大谷 沙耶花   

    9:40  

16  グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島県 小林 愛莉 [15]  

     



17  STEVE 鳥取県 浜家 果子 [5]  

    浜家 果子 [5]

18    Bye   

     11:00 Q5

19  安田女子高校 広島県 清瀧 愛海   

    9:40  

20  倉吉東高校 鳥取県 橋本 空瑠美 [13]  

     

21  米子北斗高校 鳥取県 岩井 萌花 [6]  

    

22  Bye   

     11:00 Q6

23  舞鶴グリーンＴＣ 京都府 鷲見 真菜   

    9:40  

24  米子東高校 鳥取県 足立 智美 [10]  

     

25  Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島県 和田 夏帆 [7]  

    9:40

26  米子東高校 鳥取県 梅原 彩華   

      Q7

27  境高校 鳥取県 山形 彩優那   

    9:40  

28  松江東高校 島根県 宮川 花菜 [14]  

     

29  グリーンベアーズ 島根県 清田 千遥 [8]  

    9:40

30  遊ポートＴＣ 鳥取県 荒木 柚那   

     Q8

31  Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島県 清水 美結   

    9:40  

32  境高校 鳥取県 高木 沙映 [9]

    

   



2019中国オープン山陰ジュニアテニス大会
BD 18 ＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

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

やすいそ庭球部 広島県 中本 悠水 [1]
1 広島国際学院高校 広島県 蔵田 太洋 中本 悠水 [1]

   蔵田 太洋

2   Bye   

境高校 鳥取県 木村 世成  13:00
3 境高校 鳥取県 濱田 湊   

出雲西高校 島根県 増原 和士 12:00  

4 出雲西高校 島根県 森脇 宗志   

     

5   Bye 山﨑 知陽  

境高校 鳥取県 山﨑 知陽 本田 廉  

6 境高校 鳥取県 本田 廉   

     

7   Bye 山口 遼 [5] 13:00
遊ポートＴＣ 鳥取県 山口 遼 [5] 門脇 智大  

8 法勝寺中学 鳥取県 門脇 智大   

米子北斗高校 鳥取県 玉田 一成 [4]   

9 米子北斗高校 鳥取県 笠岡 遥之 玉田 一成 [4]  

   笠岡 遥之  

10   Bye   

出雲西高校 島根県 影山 久朗  13:00
11 出雲西高校 島根県 高木 陸矢 影山 久朗  

   高木 陸矢  

12   Bye   

境高校 鳥取県 由木 航太   

13 境高校 鳥取県 角 奨悟 由木 航太  

   角 奨悟  

14   Bye   

     

15   Bye 安村 晴 [6] 13:00
グリーンベアーズ 島根県 安村 晴 [6] 高橋 颯太  

16 グリーンベアーズ 島根県 高橋 颯太   

境港ジュニア 鳥取県 安達 周人 [7]   

17 境港ジュニア 鳥取県 水津 碧翔 安達 周人 [7]  

   水津 碧翔  

18   Bye   

    13:00
19   Bye 松井 登弥  

境高校 鳥取県 松井 登弥 石橋 海  

20 境高校 鳥取県 石橋 海   

     

21   Bye 小松 優貴  

ＳＴＥＶＥ 鳥取県 小松 優貴 松原 蒼一郎  

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取県 松原 蒼一郎   

     

23   Bye 尾添 虎太郎 [3] 13:00
出雲高校 島根県 尾添 虎太郎 [3] 験馬 怜人  

24 出雲高校 島根県 験馬 怜人   

出雲西高校 島根県 山根 奨 [8]   

25 出雲西高校 島根県 後藤 俊弥 山根 奨 [8]  

   後藤 俊弥  

26   Bye   

境高校 鳥取県 節原 孝憲  13:00
27 境高校 鳥取県 米本 憲和 節原 孝憲  

   米本 憲和  

28   Bye   

出雲西高校 島根県 安達 崇大   

29 出雲西高校 島根県 青木 一真   

境高校 鳥取県 吉田 樹 12:00  

30 境高校 鳥取県 村上 利樹   

     

31   Bye 松浦 諄成 [2] 13:00
グリーンベアーズ 島根県 松浦 諄成 [2] 角 陽太  

32 開星中学 島根県 角 陽太  

    

  順位 3-4   

    

    

   

  



2019中国オープン山陰ジュニアテニス大会
GD 18 ＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

やすいそ庭球部 広島県 上野 京香 [1]
1 やすいそ庭球部 広島県 丸古 陽女 上野 京香 [1]

   丸古 陽女

2   Bye   

倉吉東高校 鳥取県 橋本 空瑠美  13:00

3 倉吉東高校 鳥取県 浜家 早都   

安田女子高校 広島県 河野 仁美 12:00  

4 安田女子高校 広島県 清瀧 愛海   

岡山学芸館高校 岡山県 内田 結子 [3]   

5 岡山学芸館高校 岡山県 青梨 里咲 内田 結子 [3]  

   青梨 里咲  

6   Bye   

境高校 鳥取県 山形 彩優那   

7 境高校 鳥取県 高木 沙映  13:00

松江東高校 島根県 塩田 侑良 12:00  

8 松江東高校 島根県 宮川 花菜   

     

9   Bye 木下 涼葉  

米子東高校 鳥取県 木下 涼葉 足立 智美  

10 米子東高校 鳥取県 足立 智美   

    13:00

11   Bye 池淵 綾華 [4]  

Ｉ出雲 島根県 池淵 綾華 [4] 清田 千遥  

12 グリーンベアーズ 島根県 清田 千遥   

境高校 鳥取県 大谷 沙耶花   

13 境高校 鳥取県 小澤 日茉理   

米子東高校 鳥取県 梅原 彩華 12:00  

14 米子東高校 鳥取県 長谷川 美雛   

     

15   Bye 浜家 果子 [2] 13:00

STEVE 鳥取県 浜家 果子 [2] 浦野 仁美  

16 グリーンベアーズ 島根県 浦野 仁美  

    

  順位 3-4   
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