
【ジュニア】2019中牟田杯中国予選

BS 15
所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 関西高校 岡山 岩本 晋之介 [1]  

   岩本 晋之介

2 大和オレンジボールＴＣ 山口 平野 磨沙斗 6-2 6-3  
    岩本 晋之介

3 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成  6-0 6-0
   松浦 諄成  

4 大和オレンジボールＴＣ 山口 弘 空青 6-3 6-4  
    岩本 晋之介

5 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔  6-4 6-3
   右遠 元基  

6 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 右遠 元基 6-1 6-3  
    窪田 晃大

7 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼  6-2 6-2
   窪田 晃大  

8 みなみ坂ＴＳ 広島 窪田 晃大 [5] 6-2 6-1  
    岩本 晋之介

9 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木 唯人 [3]  6-2 6-4
   佐々木 唯人  

10 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生 6-1 6-1  
    佐々木 唯人

11 西京高校 山口 河内 優和  6-2 6-1
   郷坪 凌太郎  

12 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 郷坪 凌太郎 4-6 6-2 6-3  
    角 陽太

13 関西高校 岡山 吉原 幹人  7-5 6-4
   角 陽太  

14 開星中学校 島根 角 陽太 4-6 6-4 6-0  
    角 陽太

15 ＮＢテニスガーデン 広島 田中 晴  6-2 6-3
   田中 晴  

16 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 [7] 6-3 7-5  
    中本 悠水

17 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 [6]  6-2 3-6 6-2
   田中 優次  

18 五日市中学校 広島 田中 優次 2-6 6-4 7-6(4)  
    今井 汰育

19 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太  2-6 6-2 6-1
   今井 汰育  

20 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井 汰育 6-3 6-1  
    藤高 聡真

21 西京高校 山口 垣内 勇星  6-1 6-2
   藤高 聡真  

22 チェリーＴＣ 岡山 藤高 聡真 6-2 6-1  
    藤高 聡真

23 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗  6-1 6-4
   片山 隆太  

24 チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 [4] 6-0 6-3  
  小野  中本 悠水

25 たけなみＴＡ 岡山  クリストファー滉生 [8]  6-1 6-0
   小野 クリストファー滉生  

26 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷 蒼 6-0 6-1  
    中西 康輔

27 ＮＢテニスガーデン 広島 中西 康輔  6-1 6-3
   中西 康輔  

28 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地 6-1 6-0  
    中本 悠水

29 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風  6-0 6-1
   大下 翔希  

30 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 6-0 6-1  
    中本 悠水 ３位決定

31 関西高校 岡山 今村 匡斗士  6-2 6-0
   中本 悠水  角 陽太  

32 広島国際学院高等学校 広島 中本 悠水 [2] 6-0 6-1  藤高 聡真

   藤高 聡真 6-2 6-4
   
  



BS 15 - コンソレドロー
所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 大和オレンジボール 山口 平野 磨沙斗  

   弘 空青

2 大和オレンジボール 山口 弘 空青 4-6 6-2 6-3  
    弘 空青

3 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔  6-2 6-2
   山口 遼  

4 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼 6-4 6-2  
    吉原 幹人

5 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生  6-4 6-3
   河内 優和  

6 西京高校 山口 河内 優和 6-3 6-2  
    吉原 幹人

7 関西高校 岡山 吉原 幹人  6-2 7-5
   吉原 幹人  

8 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 6-1 6-2  
    今村 匡斗士

9 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大  3-6 6-4 6-4
   間野 由大  

10 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 6-1 6-1  
    間野 由大

11 西京高校 山口 垣内 勇星  6-1 6-4
   垣内 勇星  

12 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗 6-2 6-1  
    今村 匡斗士

13 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷 蒼  6-3 7-5
   三木 大地  

14 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地 5-7 6-4 6-2  
    今村 匡斗士

15 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風  6-2 6-1
   今村 匡斗士  

16 関西高校 岡山 今村 匡斗士 6-0 6-0 １９位決定

    
  弘 空青  
   弘 空青

  間野 由大 6-2 6-2

BS 15 　順位戦 (５～１６位決定)
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ５～８位決定 窪田 晃大  
   佐々木 唯人

  佐々木 唯人 6-3 6-4  
    佐々木 唯人

  今井 汰育  7-5 3-6 6-1
   中西 康輔  
  中西 康輔 6-1 6-3
   
  ７位決定 窪田 晃大  
   今井 汰育

９～１６位決定  今井 汰育 6-3 4-6 7-5
    

1 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成  
   松浦 諄成

2 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高 岡山 右遠 元基 6-4 6-3  
    松浦 諄成

3 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 郷坪 凌太郎  7-6(9) 3-6 7-5
   郷坪 凌太郎  

4 ＮＢテニスガーデン 広島 田中 晴 7-5 6-3  
    大下 翔希

5 五日市中学校 広島 田中 優次  7-5 6-1
   片山 隆太  

6 チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 6-7(5) 6-2 6-1  
    大下 翔希

7 たけなみＴＡ 岡山 小野 クリストファー  7-5 4-6 7-5
   大下 翔希  

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 7-6(1) 6-3
    



  １１位決定 郷坪 凌太郎  
   片山 隆太

  片山 隆太 6-2 6-3
    
  １３～１６位決定 右遠 元基  
   田中 晴
  田中 晴 6-1 6-3  
    小野 クリストファー滉生 

  田中 優次  6-0 4-6 6-3
   小野 クリストファー滉生  
  小野 クリストファー滉生 6-0 6-1
   
  １５位決定 右遠 元基  
   田中 優次

  田中 優次 6-3 6-3
   
  

BS 15 - コンソレドロー （２１～３２位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 山口 遼  
   河内 優和

  河内 優和 6-3 6-4  
    河内 優和

  垣内 勇星  6-4 6-1
   垣内 勇星  
  三木 大地 6-1 6-1
   
  ２３位決定 山口 遼  
   三木 大地

２５～３２位決定  三木 大地 6-4 5-2 Ret.
    

1 大和オレンジボールＴＣ 山口 平野 磨沙斗  
   平野 磨沙斗

2 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔 6-1 6-0  
    藤本 理功

3 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生  6-3 6-1
   藤本 理功  

4 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 6-0 6-3  
    藤本 理功

5 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太  6-0 6-0
   勝部 遥斗  

6 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗 6-2 6-3  
    勝部 遥斗

7 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷 蒼  6-4 1-6 7-5
   大谷 蒼  

8 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風 6-2 6-2
    
  ２７位決定 平野 磨沙斗  
   平野 磨沙斗

  大谷 蒼 6-2 6-1
    
  ２９～３２位決定 太田 翔  
   太田 翔
  池淵 兼生 7-6(1) 6-0  
    土海 悠太

  土海 悠太  6-1 6-2
   土海 悠太  
  中井 智風 6-2 6-2
   
  ３１位決定 池淵 兼生  
   池淵 兼生

  中井 智風 1-6 6-3 6-3
   
  



【ジュニア】2019中牟田杯中国予選

GS 15
所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinal Semifinals Final 勝者

   
1 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 [1]  

   藤永 萌花

2 グリーンベアーズ 島根 清田 千遥 6-2 6-0  
    藤永 萌花

3 サニーＴＳ 鳥取 春山 のぞみ  6-1 6-1
   池淵 綾華  

4 Ｉ出雲 島根 池淵 綾華 6-4 6-2  
    井上 佳苗

5 松江東高校 島根 宮川 花菜  3-6 6-3 [6-2]
   井上 季子  

6 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 6-1 6-1  
    井上 佳苗

7 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜  7-5 7-5
   井上 佳苗  

8 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [5] 7-5 6-0  
    井上 佳苗

9 山陽女子高校 岡山 河野 彩奈 [3]  6-4 6-2
   河野 彩奈  

10 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美 6-3 6-3  
    河野 彩奈

11 山口サングリーンＴＣ 山口 福永 恭子  6-2 6-2
   福永 恭子  

12 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子 6-2 6-1  
    藤本 麻璃花

13 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈  0-6 7-6(7)
   田中 伶奈  

14 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上 陽 6-0 6-0  
    藤本 麻璃花

15 サニーＴＳ 鳥取 三浦 乃愛  7-6(3) 6-1
   藤本 麻璃花  

16 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花 [6] 6-0 6-0  
    髙 絢果

17 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [8]  6-2 6-1
   上野 梨咲  

18 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆 6-2 6-4  
    上野 梨咲

19 ＮＢテニスガーデン 広島 久富 祐佳  6-2 6-2
   久富 祐佳  

20 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 6-4 6-2  
    上野 梨咲

21 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞  3-6 7-5 [6-3]
   吉原 舞  

22 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚 6-2 6-4  
    中岡 咲心

23 やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心  6-1 6-2
   中岡 咲心  

24 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 [4] 7-5 6-1  
    髙 絢果

25 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [7]  6-2 6-1
   大髙 智咲  

26 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐 葵 6-1 6-3  
    網田 永遠

27 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美  6-2 6-3
   網田 永遠希  

28 ラスタットＴＣ 岡山 網田 永遠希 6-0 6-0  
    髙 絢果

29 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓  6-4 7-6(6)
   片山 皓  

30 アルファＴＣ 山口 神田 弥優 6-2 6-1  
  小野 カトリーヌ  髙 絢果 ３位決定

31 たけなみＴＡ 岡山 瑞侑  6-1 7-5
   髙 絢果  藤本 麻璃花  

32 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 絢果 [2] 6-1 6-2  藤本 麻璃花

   上野 梨咲 6-4 6-3
   



GS 15 - コンソレドロー
所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 グリーンベアーズ 島根 清田 千遥  

   清田 千遥

2 サニーＴＳ 鳥取 春山 のぞみ 6-2 6-4  
    加藤 那菜

3 松江東高校 島根 宮川 花菜  6-3 1-6 6-0
   加藤 那菜  

4 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜 6-4 6-3  
    加藤 那菜

5 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美  6-4 6-0
   櫻井 友子  

6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子 6-4 1-6 7-5  
    櫻井 友子

7 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上 陽  6-0 6-0
   井上 陽  

8 サニーＴＳ 鳥取 三浦 乃愛 6-4 6-4  
    小野 カトリーヌ瑞侑 

9 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆  6-2 6-2
   丸山 晶帆  

10 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 6-1 6-3  
    遠藤 愛渚

11 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚  7-6(12) 3-6
   遠藤 愛渚  

12 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 6-2 6-0  
    小野 カトリーヌ瑞侑 

13 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐 葵  7-6(6) 6-0
   浦野 仁美  

14 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美 6-0 6-2  
    小野 カトリーヌ瑞侑 

15 アルファＴＣ 山口 神田 弥優  6-3 6-2
  小野 小野 カトリーヌ瑞侑  

16 たけなみＴＡ 岡山  カトリーヌ瑞侑 6-1 6-0 １９位決定

    
  櫻井 友子  
   遠藤 愛渚

  遠藤 愛渚 6-3 6-1
   

GS 15　順位戦 (５～１６位決定)
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ５～８位決定 藤永 萌花  
   河野 彩奈

  河野 彩奈 7-6 6-2  
    中岡 咲心

  中岡 咲心  6-4 6-4
   中岡 咲心  
  網田 永遠希 7-5 6-4
   
  ７位決定 藤永 萌花  
   網田 永遠

９～１６位決定  網田 永遠 4-6 6-4 6-0
    

1 Ｉ出雲 島根 池淵 綾華  
   井上 季子

2 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 6-1 6-2  
    井上 季子

3 山口サングリーンＴＣ 山口 福永 恭子  6-1 6-4
   田中 伶奈  

4 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈 6-4 6-3  
    井上 季子

5 ＮＢテニスガーデン 広島 久富 祐佳  6-4 6-2
   吉原 舞  

6 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞 6-0 6-4  
    大髙 智咲

7 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲  4-6 6-1 6-1
   大髙 智咲  

8 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓 6-3 5-7 6-2
    



  １１位決定 田中 伶奈  
   田中 伶奈

  吉原 舞 6-2 6-1
    
  １３～１６位決定 池淵 綾華  
   福永 恭子

  福永 恭子 6-3 6-1  
    片山 皓
  久富 祐佳  6-0 6-2
   片山 皓  
  片山 皓 6-0 6-1
   
  １５位決定 池淵 綾華  
   池淵 綾華

  久富 祐佳 6-4 6-3
   

GS 15 - コンソレドロー （２１～３２位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 清田 千遥  
   清田 千遥

  井上 陽 6-0 6-0  
    浦野 仁美

  丸山 晶帆  6-1 6-2
   浦野 仁美  
  浦野 仁美 6-4 6-4
   
  ２３位決定 井上 陽  
   丸山 晶帆

２５～３２位決定  丸山 晶帆 6-0 6-0
    

1 サニーＴＳ 鳥取 春山 のぞみ  
   宮川 花菜

2 松江東高校 島根 宮川 花菜 6-3 7-5  
    今野 杏美

3 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美  6-4 6-2
   今野 杏美  

4 サニーＴＳ 鳥取 三浦 乃愛 6-0 6-0  
    渡邊 多笑

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真  6-4 6-4
   渡邊 多笑  

6 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 6-0 6-2  
    渡邊 多笑

7 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐 葵  6-4 6-1
   神田 弥優  

8 アルファＴＣ 山口 神田 弥優 6-1 6-0
    
  ２７位決定 宮川 花菜  
   宮川 花菜

  神田 弥優 w.o.
    
  ２９～３２位決定 春山 のぞみ  

   
春山 のぞ

み

  三浦 乃愛 6-0 6-1  
    櫻井 利真

  櫻井 利真  5-7 6-2 6-4
   櫻井 利真  
  片桐 葵 6-3 2-6 6-2
   
  ３１位決定 三浦 乃愛  
   片桐 葵
  片桐 葵 6-1 6-0
   



【ジュニア】2019中牟田杯中国予選
BD 15

所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

関西高校 岡山 吉原 幹人 [1]
1 関西高校 岡山 岩本 晋之介 吉原 幹人

遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔 岩本 晋之介

2 アポロＴＣ 鳥取 山﨑 大麓 6-0 6-0 吉原 幹人

島西 広島 城戸 星羽  岩本 晋之介

3 ＮＢテニスガーデン 広島 田中 晴 城戸 星羽 6-0 6-2
大和オレンジボールＴＣ 山口 平野 磨沙斗 田中 晴  

4 大和オレンジボールＴＣ 山口 神田 蓮 6-4 6-4 吉原 幹人

ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 脩真 [4]  岩本 晋之介

5 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 松浦 諄成 6-4 7-5
グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成 角 陽太  

6 開星中学校 島根 角 陽太 6-3 6-3 松浦 諄成

ＮＢテニスガーデン 広島 中西 康輔  角 陽太

7 五日市中学校 広島 田中 優次 中西 康輔 3-6 6-4 [10-7]  
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島 聖七 田中 優次  

8 ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本 慎之介 6-0 6-3 吉原 幹人

柳生園ＴＣ 岡山 佐々木 唯人  岩本 晋之介 
9 柳生園ＴＣ 岡山 村上 慈英 窪田 晃大 6-1 6-4

みなみ坂ＴＳ 広島 窪田 晃大 酒井 和  
10 やすいそ庭球部 広島 酒井 和 7-5 6-3 窪田 晃大

ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風  酒井 和
11 風の国ＴＣＪｒ 島根 久佐 巧己 中本 悠水 3-6 6-1 [11-9]  

広島国際学院高等学校 広島 中本 悠水 [3] 大下 翔希  
12 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 6-4 6-2 垣内 勇星

遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地  河内 優和

13 サニーＴＳ 鳥取 森本 啓太 木村 優生 7-6(4) 7-6(4)
ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村 優生 池淵 兼生  

14 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生 6-1 6-2 垣内 勇星

西京高校 山口 垣内 勇星  河内 優和

15 西京高校 山口 河内 優和 垣内 勇星 6-2 6-3
チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 [2] 河内 優和  

16 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 6-1 7-6(3)
   松浦 諄成

  順位 3-4 角 陽太 松浦 諄成

  窪田 晃大 角 陽太

  酒井 和 7-6(6) 6-4
  城戸 星羽  
  順位 5-8 田中 晴 中西 康輔

  中西 康輔 田中 優次

  田中 優次 6-4 7-5 中本 悠水

  中本 悠水  大下 翔希

  大下 翔希 中本 悠水 6-4 6-2
  木村 優生 大下 翔希  
  池淵 兼生 6-0 6-1
  

 
城戸 星羽

  順位 7-8 田中 晴 城戸 星羽

  木村 優生 田中 晴
  池淵 兼生 6-4 6-2
   



【ジュニア】2019中牟田杯中国予選

GD 15

所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [1]
1 山陽女子高校 岡山 河野 彩奈 大髙 智咲

Ｉ出雲 島根 池淵 綾華 河野 彩奈

2 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美 6-0 6-1 大髙 智咲

ミズノＴＳ岩国 山口 宇本 まなみ  河野 彩奈

3 岩国ジュニアＴＣ 山口 森脇 愛 宇本 まなみ 6-0 6-2
やすいそ庭球部 広島 藤山 心羽 森脇 愛  

4 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 4-6 7-6(3) [10-7]  田中 伶奈

ミー 山口 田中 伶奈 [4]  藤永 萌花

5 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 田中 伶奈 7-6(2) 7-5
やすいそ庭球部 広島 清瀧 海香 藤永 萌花  

6 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉 6-2 6-1 田中 伶奈

やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲  藤永 萌花

7 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 小野 カトリーヌ瑞侑 6-2 6-2
たけなみＴＡ 岡山

 
侑 松本 藍  

8 石川ＴＳ 岡山 松本 藍 7-6(3) 5-7 [10-5]  中岡 咲心

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞  髙 絢果

9 ラスタットＴＣ 岡山 網田 永遠希 吉原 舞 6-2 6-3
松江東高校 島根 宮川 花菜 網田 永遠希  

10 開星高校 島根 野村 優奈 6-2 6-1 吉原 舞
柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆  網田 永遠希

11 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓 井上 佳苗 6-3 6-4
やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [3] 藤本 麻璃花  

12 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花 7-6(4) 6-4 中岡 咲心

ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥  髙 絢果

13 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 原田 遥 6-4 6-2
ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 渡邊 多笑  

14 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子 6-0 6-1 中岡 咲心

ミズノＴＳ 山口 弘中 日菜  髙 絢果

15 ミズノＴＳ 山口 高橋 宝良 中岡 咲心 6-1 4-6 [12-10]  

やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心 [2] 髙 絢果  
16 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 絢果 6-1 6-0

   大髙 智咲

  順位 3-4 河野 彩奈 吉原 舞
  吉原 舞 網田 永遠希

  網田 永遠希 4-6 7-6(7) [10-1]  

  宇本 まなみ  
  順位 5-8 森脇 愛 小野 カトリーヌ瑞侑 

  小野 カトリーヌ瑞侑 松本 藍
  松本 藍 6-3 6-1 井上 佳苗

  井上 佳苗  藤本 麻璃花

  藤本 麻璃花 井上 佳苗 5-7 6-1 [10-7]  

  原田 遥 藤本 麻璃花  
  渡邊 多笑 6-3 6-4
  

 
宇本 まなみ

  順位 7-8 森脇 愛 原田 遥
  原田 遥 渡邊 多笑

  渡邊 多笑 6-2 6-3



男子シングルス順位表 女子シングルス順位表

小野
クリストファー滉生

小野
カトリーヌ瑞侑

)32 三浦 乃愛 ( サニーＴＳ ・

)

32 中井 智風 ( ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 ・ 島根 ) 鳥取

31 片桐 葵 ( 山口サングリーンＴＣ ・ 山口

)

31 池淵 兼生 ( Ｉ出雲 ・ 島根 )

30 春山　のぞみ ( サニーＴＳ ・ 鳥取

)

30 太田 翔 ( 遊ポートＴＣ ・ 鳥取 )

29 櫻井　利真 ( ＳＴＥＶＥ ・ 鳥取

)

29 土海 悠太 ( 境港ジュニア ・ 鳥取 )

28 神田 弥優 ( アルファＴＣ ・ 山口

)

28 大谷 蒼 ( スポｎｅｔなんぶ ・ 鳥取 )

27 宮川 花菜 ( 松江東高校 ・ 島根

)

27 平野 磨沙斗 ( 大和オレンジボールＴＣ ・ 山口 )

26 今野 杏美 ( 山口サングリーンＴＣ ・ 山口

)

26 勝部 遥斗 ( ＧＩＯＣＯ ・ 島根 )

25 渡邊 多笑 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・ 岡山

)

25 藤本 理功 ( ラスタットＴＣ ・ 岡山 )

24 井上 陽 ( スポｎｅｔなんぶ ・ 鳥取

)

24 山口 遼 ( 遊ポートＴＣ ・ 鳥取 )

23 丸山 晶帆 ( 柳生園ＴＣ ・ 岡山

)

23 三木 大地 ( 遊ポートＴＣ ・ 鳥取 )

22 清田 千遥 ( グリーンベアーズ ・ 島根

)

22 垣内 勇星 ( 西京高校 ・ 山口 )

21 浦野 仁美 ( グリーンベアーズ ・ 島根

)

21 河内 優和 ( 西京高校 ・ 山口 )

20 櫻井 友子 ( ＳＴＥＶＥ ・ 鳥取

)

20 間野 由大 ( チェリーＴＣ ・ 岡山 )

19 遠藤 愛渚 ( ノア・インドアステージ広島西 ・ 広島

)

19 弘 空青 ( 大和オレンジボールＴＣ ・ 山口 )

18 加藤 那菜 ( 吉賀町テニス連盟 ・ 島根( 関西高校 ・ 岡山 )

17 ( たけなみＴＡ ・ 岡山 )

18 吉原 幹人

)

17 今村 匡斗士 ( 関西高校 ・ 岡山 )

16 久富 祐佳 ( ＮＢテニスガーデン ・ 広島

)

16 右遠 元基 ( ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ ・ 岡山 )

15 池淵 綾華 ( Ｉ出雲 ・ 島根

)

15 田中 優次 ( 五日市中学校 ・ 広島 )

14 福永 恭子 ( 山口サングリーンＴＣ ・ 山口

)

14 田中 晴 ( ＮＢテニスガーデン ・ 広島 )

13 片山 皓 ( 柳生園ＴＣ ・ 岡山

岡山 )

13 ( たけなみＴＡ ・ 岡山 )

12 吉原 舞 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・

山口 )

12 郷坪 凌太郎 ( Ｔ-Ｓｔｅｐ ・ 広島 )

11 田中 伶奈 ( 山口テニスアカデミー ・

岡山 )

11 片山 隆太 ( チェリーＴＣ ・ 岡山 )

10 大髙 智咲 ( 山陽女子中学校 ・

広島 )

10 松浦 諄成 ( グリーンベアーズ ・ 島根 )

9 井上 季子 ( やすいそ庭球部 ・

山口 )

9 大下 翔希 ( Ｓｃｒａｔｃｈ ・ 広島 )

8 藤永 萌花 ( トゥネＴＣ ・

岡山 )

8 窪田 晃大 ( みなみ坂ＴＳ ・ 広島 )

7 網田 永遠希 ( ラスタットＴＣ ・

岡山 )

7 今井 汰育 ( ウイナーズＴ・Ｃ ・ 山口 )

6 河野 彩奈 ( 山陽女子高校 ・

広島 )

6 中西 康輔 ( ＮＢテニスガーデン ・ 広島 )

5 中岡 咲心 ( やすいそ庭球部 ・

広島 )

5 佐々木 唯人 ( 柳生園ＴＣ ・ 岡山 )

4 上野 梨咲 ( やすいそ庭球部 ・

広島 )

4 角 陽太 ( 開星中学校 ・ 島根 )

3 藤本 麻璃花 ( Ｔｅｎｓｉｏｎ ・

広島 )

3 藤高 聡真 ( チェリーＴＣ ・ 岡山 )

2 井上 佳苗 ( やすいそ庭球部 ・

広島 )

2 岩本 晋之介 ( 関西高校 ・ 岡山 )

1 髙 絢果 ( ＵＰ.Ｓｅｔ ・

２０１９　Ｕ１５全国選抜テニス　中国予選大会

シングルス　順位表

1 中本 悠水 ( 広島国際学院高等学校 ・ 広島 )



男子ダブルス順位表 女子ダブルス順位表

小野
カトリーヌ瑞侑

２０１９　Ｕ１５全国選抜テニス　中国予選大会
ダブルス　順位表

吉原 幹人 ( ・ )

岩本 晋之介 ( ・ ) 中岡 咲心 ( やすいそ庭球部 ・

)髙 絢果 ( ＵＰ.Ｓｅｔ ・

田中 伶奈 ( 山口テニスアカデミー ・

)

河内 優和 ( ・ )

( トゥネＴＣ ・

)

垣内 勇星 ( ・ )

・

)

松浦 諄成 ( グリーンベアーズ ・ )

藤永 萌花

角 陽太 ( 開星中学校 ・ ) 網田 永遠希 ( ラスタットＴＣ ・

)吉原 舞 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 

酒井 和 ( やすいそ庭球部 ・ ) 大髙 智咲 ( 山陽女子中学校 ・ 岡山

)

・ 岡山

)

窪田 晃大 ( みなみ坂ＴＳ ・ )

大下 翔希 ( Ｓｃｒａｔｃｈ ・ ) 井上 佳苗 ( やすいそ庭球部 ・

)河野 彩奈 ( 山陽女子高校

( Ｔｅｎｓｉｏｎ ・

)

中本 悠水 ( 広島国際学院高等学校 ・ )

・

)

田中 優次 ( 五日市中学校 ・ )

藤本 麻璃花

)

中西 康輔 ( ＮＢテニスガーデン ・ )

( たけなみＴＡ 

( ノア・インドアステージ広島西 ・ ) 原田 遥 ( ＴＣ　ＡＲＴ )

)松本 藍 ( 石川ＴＳ 

) 渡邊 多笑 (田中 晴 ( ＮＢテニスガーデン ・

宇本 まなみ (

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ )

木村 優生 ( ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ ・ ミズノＴＳ岩国 )

池淵 兼生 ( Ｉ出雲 ・

)

太田 翔 ( 遊ポートＴＣ ・

)

( Ｉ出雲 

岩国ジュニアＴＣ )森脇 愛 (
8

( グリーンベアーズ

・ )

山﨑 大麓 ( アポロＴＣ ・

)

(

・ )

平野 磨沙斗 ( ・

) 浦野 仁美 

(

)

神田 蓮 ( ・

) 藤山 心羽

山口

)

渡邊 脩真 ( ・

) 藤山 羽優

)

藤本 理功 ( ・

) 清瀧 海香 ( やすいそ庭球部

)

中島 聖七 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・

) 竹友 夢莉 (

(

広島

山口

岡山

広島

岡山

Ｓｃｒａｔｃｈ 

岡山

)

山本 慎之介 ( ＡｚｕｂｉＴＣ ・

) 上野 梨咲

佐々木 唯人 ( ・

)

宮川 花菜 ( 松江東高校

岡山

)井上 季子 (

( 開星高校 

・ )

村上 慈英 ( ・

)

)

中井 智風 ( ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 ・

柳生園ＴＣ 
) 野村 優奈 

)

久佐 巧己 ( 風の国ＴＣＪｒ ・

) 丸山 晶帆 (

)

三木 大地 ( 遊ポートＴＣ ・

島根
) 片山 皓 

城戸 星羽

大和オレンジボールＴＣ 山口

ラスタットＴＣ 岡山

(

・

岡山

岡山

岡山

・ )

森本 啓太 ( サニーＴＳ ・

)

)

片山 隆太 ( ・

鳥取 鳥取
) 櫻井　利真

広島

広島

広島

島根

鳥取

(

櫻井 友子 (
ＳＴＥＶＥ 

ミズノＴＳ 
)

間野 由大 ( ・
チェリーＴＣ 山口

) 高橋 宝良 (

⑨
～

⑯

池淵 綾華 

) 弘中 日菜 (

柳生園ＴＣ 

)

1

2

3

4

5

6

7 7

8

⑨
～

⑯

島根

やすいそ庭球部 広島

広島

やすいそ庭球部 広島

島根

1

2

3

4

5

6

関西高校 岡山

西京高校 山口

島根

広島
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