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

1 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　 理功 [1]  
   藤本　 理功 [1] 

2 山口テニスアカデミー 山口 岸田　 昊生 6-1 6-0   
    藤本　 理功 [1] 

3 福山テニス王国 広島 大嶋　 巧翔  6-1 6-1  
   大嶋　 巧翔  

4 山口テニスアカデミー 山口 石田　 誠志郎 6-1 6-1   
    藤本　 理功 [1] 

5 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　 智風  6-0 6-0  
   朝原　 大翔  

6 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　 大翔 6-2 4-6 6-0   
    朝原　 大翔 

7 サニーＴＳ 鳥取 岸田　 拓真  6-3 6-1  
   西山　 大和 [6]  

8 ラスタットＴＣ 岡山 西山　 大和 [6] 6-0 6-2   
    藤本　 理功 [1] 

9 やすいそ庭球部 広島 岩井　 惺 [4]  6-3 6-1  
   岩井　 惺 [4]  

10 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　 遼央 6-0 6-1   
    木村　 優生 

11 岡山理大附属中 岡山 青木　 佑仁  7-5 6-4  
   木村　 優生  

12 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　 優生 7-5 6-3   
    木村　 優生 

13 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　 栞太  6-2 6-2  
   渡邉　 栞太  

14 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石　 一樹 7-5 7-6(6)   
    塚本　 真崇 [7] 

15 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　 涼成  6-2 6-3  
   塚本　 真崇 [7]  

16 ラスタットＴＣ 岡山 塚本　 真崇 [7] 6-4 6-3   
    小野　 クリストファー滉生 [2] 

17 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　 脩真 [5]  6-4 6-3  
   渡邊　 脩真 [5]  

18 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　 咲玖 6-1 6-1   
    渡邊　 脩真 [5] 

19 グリーンベアーズ 島根 松本　 　翼  6-3 6-3  
   講元　 大祈  

20 ハチヤＴＳ 岡山 講元　 大祈 6-1 6-0   
    渡邊　 脩真 [5] 

21 レノファ山口 山口 久保田 海斗  6-3 7-6(4)  
   池淵　 兼生  

22 Ｉ出雲 島根 池淵　 兼生 5-7 6-3 6-3   
    高橋　 廉汰朗 [3] 

23 境港ジュニア 鳥取 土海　 悠太  6-2 6-2  
   高橋　 廉汰朗 [3]  

24 たけなみＴＡ 岡山 高橋　 廉汰朗 [3] 6-4 6-4   
    小野　 クリストファー滉生 [2] 

25 やすいそ庭球部 広島 藤原　 陸 [8]  6-4 6-0  
   藤原　 陸 [8]  

26 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　 脩嗣 5-7 6-1 6-3   
    藤原　 陸 [8] 

27 レノファ山口 山口 奥田　 将人  6-3 6-0  
   奥田　 将人  

28 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　 　翔 7-6(2) 3-6 6-3   
    小野　 クリストファー滉生 [2] 

29 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　 真悟  6-1 7-6(5)  
   浜田　 理壱  

30 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　 理壱 6-2 5-7 6-0   
    小野　 クリストファー滉生 [2] 

31 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　 遥斗  6-1 6-4  
   小野　 クリストファー滉生 [2]  

32 たけなみＴＡ 岡山 小野　 クリストファー滉生 [2] 6-3 6-3  
    
  木村　 優生  
   渡邊　 脩真 [5] 
  渡邊　 脩真 [5] 6-4 6-3  
   
  



BS 13 - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 山口テニスアカデミー 山口 岸田　 昊生  
   岸田　 昊生 

2 山口テニスアカデミー 山口 石田　 誠志郎 7-5 6-2   
    中井　 智風 

3 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　 智風  6-4 1-6 6-0  
   中井　 智風  

4 サニーＴＳ 鳥取 岸田　 拓真 6-0 6-4   
    青木　 佑仁 

5 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　 遼央  7-5 6-3  
   青木　 佑仁  

6 岡山理大附属中 岡山 青木　 佑仁 6-3 6-2   
    青木　 佑仁 

7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石　 一樹  6-2 6-1  
   白石　 一樹  

8 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　 涼成 1-6 6-3 7-5   
    青木　 佑仁 

9 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　 咲玖  6-1 6-1  
   渡辺　 咲玖  

10 グリーンベアーズ 島根 松本　 　翼 6-3 6-3   
    土海　 悠太 

11 レノファ山口 山口 久保田 海斗  6-1 7-5  
   土海　 悠太  

12 境港ジュニア 鳥取 土海　 悠太 6-2 6-1   
    勝部　 遥斗 

13 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　 脩嗣  6-4 6-2  
   太田　 　翔  

14 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　 　翔 7-6(2) Ret.  
    勝部　 遥斗 

15 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　 真悟  6-2 6-4  
   勝部　 遥斗  

16 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　 遥斗 7-6(5) 6-3  
    
  中井　 智風  
   土海　 悠太 
  土海　 悠太 6-4 Ret. 
   
  

BS 13 - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  MD Pos 5-8 朝原　 大翔  
   朝原　 大翔 
  塚本　 真崇 6-2 6-2   
    高橋　 廉汰朗 
  高橋　 廉汰朗  6-2 7-5  
   高橋　 廉汰朗  
  藤原　 陸 6-2 3-6 6-3  
    
  塚本　 真崇  
   藤原　 陸 
  藤原　 陸 6-0 6-0  
    

1 福山テニス王国 広島 大嶋　 巧翔  
   西山　 大和 

2 ラスタットＴＣ 岡山 西山　 大和 6-4 7-5   
    岩井　 惺 

3 やすいそ庭球部 広島 岩井　 惺  6-2 6-2  
   岩井　 惺  

4 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　 栞太 6-2 6-2   
    講元　 大祈 

5 ハチヤＴＳ 岡山 講元　 大祈  6-1 6-3  
   講元　 大祈  

6 Ｉ出雲 島根 池淵　 兼生 6-2 6-3   
    講元　 大祈 

7 レノファ山口 山口 奥田　 将人  6-4 6-2  
   浜田　 理壱  

8 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　 理壱 6-3 6-1  
    



  西山　 大和  
   浜田　 理壱 
  浜田　 理壱 1-6 6-1 6-1  
    
  MD Pos 13-16 大嶋　 巧翔  
   大嶋　 巧翔 
  渡邉　 栞太 6-1 6-1   
    池淵　 兼生 
  池淵　 兼生  6-4 7-5  
   池淵　 兼生  
  奥田　 将人 6-2 7-6(2)  
    
  渡邉　 栞太  
   渡邉　 栞太 
  奥田　 将人 6-3 6-3  
   
  

BS 13 - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  CD Pos 21-24 岸田　 昊生  
   白石　 一樹 
  白石　 一樹 7-5 7-6(4)   
    白石　 一樹 
  渡辺　 咲玖  7-6(4) 5-7 7-6(5)  
   太田　 　翔  
  太田　 　翔 6-3 3-6 7-6(5)  
    
  岸田　 昊生  
   岸田　 昊生 
  渡辺　 咲玖 6-4 7-6(3)  
    

1 山口テニスアカデミー 山口 石田　 誠志郎  
   岸田　 拓真 

2 サニーＴＳ 鳥取 岸田　 拓真 6-2 6-1   
    岸田　 拓真 

3 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　 遼央  6-2 6-1  
   寺坂　 遼央  

4 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　 涼成 6-0 6-3   
    田村　 真悟 

5 グリーンベアーズ 島根 松本　 　翼  6-2 6-2  
   久保田 海斗  

6 レノファ山口 山口 久保田 海斗 2-6 6-3 7-6(2)   
    田村　 真悟 

7 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　 脩嗣  6-3 6-3  
   田村　 真悟  

8 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　 真悟 w.o. 
    
  寺坂　 遼央  
   寺坂　 遼央 
  久保田 海斗 2-6 7-5 7-5  
    
  CD Pos 29-32 石田　 誠志郎  
   住田　 涼成 
  住田　 涼成 6-0 6-1   
    松本　 　翼 
  松本　 　翼  4-6 6-4 6-2  
   松本　 　翼  
  永倉　 脩嗣 w.o. 
    
  石田　 誠志郎  
   石田　 誠志郎 
  永倉　 脩嗣 w.o. 
   
  



【ジュニア】2019RSKジュニア中国予選

GS 13
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]  
   上野　 梨咲 [1] 

2 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　 恭子 7-5 3-6 6-4   
    上野　 梨咲 [1] 

3 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐　 葵  6-2 6-4  
   片桐　 葵  

4 グリーンベアーズ 島根 門脇　 有咲 6-1 6-1   
    上野　 梨咲 [1] 

5 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　 那菜  7-6(2) 6-0  
   加藤　 那菜  

6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 利真 6-1 6-3   
    平田　 早希 [7] 

7 たけなみＴＡ 岡山 岩本　 梨央  6-2 3-6 6-1  
   平田　 早希 [7]  

8 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　 早希 [7] 6-1 6-3   
    網田　 永遠希 [4] 

9 ラスタットＴＣ 岡山 網田　 永遠希 [4]  6-2 4-6 6-4  
   網田　 永遠希 [4]  

10 やすいそ庭球部 広島 清田　 あいこ 6-3 6-0   
    網田　 永遠希 [4] 

11 石川ＴＳ 岡山 石川　 星来  6-1 6-4  
   石川　 星来  

12 山口サングリーンＴＣ 山口 田島　 梨帆 6-3 6-2   
    網田　 永遠希 [4] 

13 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　 澪  6-4 4-6 6-4  
   細木　 澪  

14 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　 夢莉 1-6 7-6(5) 6-3   
    五藤　 玲奈 [5] 

15 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　 咲花  6-2 6-2  
   五藤　 玲奈 [5]  

16 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　 玲奈 [5] 6-2 6-1   
    網田　 永遠希 [4] 

17 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　 愛渚 [8]  6-3 6-3  
   遠藤　 愛渚 [8]  

18 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　 呼春 6-1 6-0   
    遠藤　 愛渚 [8] 

19 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 友子  6-1 6-2  
   櫻井　 友子  

20 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　 華穂 6-0 6-1   
    井上　 季子 [3] 

21 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 西田　 渚紗  6-1 6-2  
   西田　 渚紗  

22 グリーンベアーズ 島根 佐藤　 音羽 6-2 6-2   
    井上　 季子 [3] 

23 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 悠衣  6-0 6-1  
   井上　 季子 [3]  

24 やすいそ庭球部 広島 井上　 季子 [3] 6-2 2-6 7-6(4)   
    井上　 季子 [3] 

25 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　 莉良 [6]  6-1 6-3  
   中島　 莉良 [6]  

26 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　 里帆 6-1 6-3   
    中島　 莉良 [6] 

27 Ｉ出雲 島根 須田　 優奈  6-0 6-2  
   春山　 のぞみ  

28 サニーＴＳ 鳥取 春山　 のぞみ 6-0 6-3   
    戸坂　 文音 [9] 

29 レノファ山口 山口 渡辺　 真優  6-3 6-3  
   渡辺　 真優  

30 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 萌衣 7-5 6-1   
    戸坂　 文音 [9] 

31 やすいそ庭球部 広島 清瀧　 海香  6-0 6-1  
   戸坂　 文音 [9]  

32 山陽女子中学校 岡山 戸坂　 文音 [9] 6-4 6-1  
    
  上野　 梨咲 [1]  
   戸坂　 文音 [9] 
  戸坂　 文音 [9] 6-4 7-5  
   
  



GS 13 - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　 恭子  
   福永　 恭子 

2 グリーンベアーズ 島根 門脇　 有咲 6-0 6-0   
    福永　 恭子 

3 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 利真  6-1 6-3  
   岩本　 梨央  

4 たけなみＴＡ 岡山 岩本　 梨央 6-1 6-1   
    福永　 恭子 

5 やすいそ庭球部 広島 清田　 あいこ  6-1 6-1  
   田島　 梨帆  

6 山口サングリーンＴＣ 山口 田島　 梨帆 6-4 1-6 7-6(5)   
    田島　 梨帆 

7 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　 夢莉  6-3 7-5  
   弘　　 咲花  

8 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　 咲花 6-1 6-3   
    福永　 恭子 

9 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　 呼春  6-1 7-6(3)  
   丸山　 華穂  

10 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　 華穂 6-3 6-4   
    原田　 悠衣 

11 グリーンベアーズ 島根 佐藤　 音羽  6-2 6-1  
   原田　 悠衣  

12 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 悠衣 6-0 6-0   
    原田　 悠衣 

13 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　 里帆  7-6(3) 6-0  
   平田　 里帆  

14 Ｉ出雲 島根 須田　 優奈 6-1 6-0   
    原田　 萌衣 

15 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 萌衣  6-2 6-3  
   原田　 萌衣  

16 やすいそ庭球部 広島 清瀧　 海香 4-6 7-6(3) 6-3  
    
  田島　 梨帆  
   原田　 萌衣 
  原田　 萌衣 6-3 6-2  
   
  

GS 13 - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  MD Pos 5-8 平田　 早希  
   五藤　 玲奈 
  五藤　 玲奈 6-1 6-1   
    中島　 莉良 
  遠藤　 愛渚  6-2 6-1  
   中島　 莉良  
  中島　 莉良 5-7 6-2 7-6(2)  
    
  平田　 早希  
   遠藤　 愛渚 
  遠藤　 愛渚 6-3 6-2  
    

1 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐　 葵  
   加藤　 那菜 

2 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　 那菜 6-2 6-3   
    加藤　 那菜 

3 石川ＴＳ 岡山 石川　 星来  6-4 6-1  
   細木　 澪  

4 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　 澪 3-6 6-2 6-3   
    加藤　 那菜 

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

6 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 西田　 渚紗 6-1 6-0   
    櫻井　 友子 

7 サニーＴＳ 鳥取 春山　 のぞみ  6-3 6-1  
   渡辺　 真優  

8 レノファ山口 山口 渡辺　 真優 6-3 6-3  
    



  細木　 澪  
   渡辺　 真優 
  渡辺　 真優 6-2 6-4  
    
  MD Pos 13-16 片桐　 葵  
   石川　 星来 
  石川　 星来 6-4 2-6 6-1   
    春山　 のぞみ 
  西田　 渚紗  6-2 6-1  
   春山　 のぞみ  
  春山　 のぞみ 6-3 6-0  
    
  片桐　 葵  
   片桐　 葵 
  西田　 渚紗 6-0 6-1  
   
  

GS 13 - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  CD Pos 21-24 岩本　 梨央  
   岩本　 梨央 
  弘　　 咲花 6-1 6-4   
    岩本　 梨央 
  丸山　 華穂  6-0 4-6 6-2  
   丸山　 華穂  
  平田　 里帆 7-5 6-4  
    
  弘　　 咲花  
   弘　　 咲花 
  平田　 里帆 6-2 6-3  
    

1 グリーンベアーズ 島根 門脇　 有咲  
   櫻井　 利真 

2 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 利真 6-2 6-0   
    清田　 あいこ 

3 やすいそ庭球部 広島 清田　 あいこ  6-3 6-2  
   清田　 あいこ  

4 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　 夢莉 6-3 6-3   
    清瀧　 海香 

5 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　 呼春  7-6(5) 4-6 6-2  
   佐藤　 音羽  

6 グリーンベアーズ 島根 佐藤　 音羽 6-2 6-7(4) 6-3   
    清瀧　 海香 

7 Ｉ出雲 島根 須田　 優奈  6-0 6-1  
   清瀧　 海香  

8 やすいそ庭球部 広島 清瀧　 海香 6-1 6-3  
    
  櫻井　 利真  
   櫻井　 利真 
  佐藤　 音羽 6-2 6-1  
    
  CD Pos 29-32 門脇　 有咲  
   竹友　 夢莉 
  竹友　 夢莉 6-2 6-3   
    竹友　 夢莉 
  井上　 呼春  6-1 6-0  
   須田　 優奈  
  須田　 優奈 3-6 6-1 6-2  
    
  門脇　 有咲  
   井上　 呼春 
  井上　 呼春 3-6 6-2 6-4  
   
  



２０１９　RSK杯全国選抜ジュニアテニス選手権　中国予選大会
　　　シングルス最終順位 松江総合運動公園

男子 女子 ２０１８／８／１～３
順位 所属名 県名 選手名

1 たけなみＴＡ 岡山 小野　 クリストファー滉生 1 ラスタットＴＣ 岡山 網田　 永遠希

2 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　 理功 2 やすいそ庭球部 広島 井上　 季子

3 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　 脩真 3 山陽女子中学校 岡山 戸坂　 文音

4 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　 優生 4 やすいそ庭球部 広島 上野　 梨咲

5 たけなみＴＡ 岡山 高橋　 廉汰朗 5 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　 莉良

6 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　 大翔 6 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　 玲奈

7 やすいそ庭球部 広島 藤原　 陸 7 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　 愛渚

8 ラスタットＴＣ 岡山 塚本　 真崇 8 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　 早希

9 ハチヤＴＳ 岡山 講元 大祈 9 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　 那菜 

10 やすいそ庭球部 広島 岩井　 惺 10 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 友子 

11 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　 理壱 11 レノファ山口 山口 渡辺　 真優 

12 ラスタットＴＣ 岡山 西山　 大和 12 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　 澪 

13 Ｉ出雲 島根 池淵　 兼生 13 サニーＴＳ 鳥取 春山　 のぞみ 

14 福山テニス王国 広島 大嶋　 巧翔 14 石川ＴＳ 岡山 石川　 星来 

15 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　 栞太 15 山口サングリーンＴＣ 山口 片桐　 葵 

16 レノファ山口 山口 奥田　 将人 16 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 西田　 渚紗 

17 岡山理大附属中 岡山 青木　 佑仁 17 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　 恭子 

18 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　 遥斗 18 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 悠衣 

19 境港ジュニア 鳥取 土海　 悠太 19 ラスタットＴＣ 岡山 原田　 萌衣 

20 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　 智風 20 山口サングリーンＴＣ 山口 田島　 梨帆 

21 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石　 一樹 21 たけなみＴＡ 岡山 岩本　 梨央 

22 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　 　翔 22 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　 華穂 

23 山口テニスアカデミー 山口 岸田　 昊生 23 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　 咲花 

24 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　 咲玖 24 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　 里帆 

25 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　 真悟 25 やすいそ庭球部 広島 清瀧　 海香 

26 サニーＴＳ 鳥取 岸田　 拓真 26 やすいそ庭球部 広島 清田　 あいこ 

27 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　 遼央 27 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　 利真 

28 レノファ山口 山口 久保田 海斗 28 グリーンベアーズ 島根 佐藤　 音羽 

29 グリーンベアーズ 島根 松本　 　翼 29 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　 夢莉 

30 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　 涼成 30 Ｉ出雲 島根 須田　 優奈 

31 山口テニスアカデミー 山口 石田　 誠志郎 31 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　 呼春 

32 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　 脩嗣 32 グリーンベアーズ 島根 門脇　 有咲 
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