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所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原　千一郎 [1]  
   森原　千一郎 [1] 

2   Bye   
    森原　千一郎 [1] 

3 UMEZUjr.T.T 島根 浦瀧　諒人  6-0  
   浦瀧　諒人  

4 たけなみＴＡ 岡山 青木　暖斗 7-6(5)   
    森原　千一郎 [1] 

5 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 小倉　翔太  6-0  
   片山　竣介  

6 たけなみＴＡ 岡山 片山　竣介 7-6(5)   
    新　　大輝 [28] 

7 風の国TCjr 島根 森山　大樹  6-0  
   新　　大輝 [28]  

8 ＮＢテニスガーデン 広島 新　　大輝 [28] 6-0   
    森原　千一郎 [1] 

9 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　廉仁 [17]  6-1  
   渡邉　廉仁 [17]  

10   Bye   
    鈴木　寿弥 

11 ラスタットＴＣ 岡山 坪田　　岳  6-3  
   鈴木　寿弥  

12 グリーンベアーズ 島根 鈴木　寿弥 6-1   
    鈴木　寿弥 

13 スポネットなんぶ  テニス部 鳥取 大谷　煌  6-3  
   大谷　煌  

14 ＧＩＯＣＯ 島根 永瀬　和佑 6-4   
    佐野　瑛大 [15] 

15   Bye  6-2  
   佐野　瑛大 [15]  

16 福山テニス王国 広島 佐野　瑛大 [15]   
    森原　千一郎 [1] 

17 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部　健太 [11]  6-1  
   曽我部　健太 [11]  

18   Bye   
    曽我部　健太 [11] 

19 隠岐島前テニスクラブ 島根 石橋　怜星  6-0  
   石橋　怜星  

20 FUTURE-ONE 広島 久保　修一 6-0   
    曽我部　健太 [11] 

21 ＮＢテニスガーデン 広島 財原　良輔  6-2  
   今井　陽蕗  

22 加茂遊学SC 島根 今井　陽蕗 6-2   
    廣江 健生 [18] 

23   Bye  6-1  
   廣江 健生 [18]  

24 STEVE 鳥取 廣江 健生 [18]   
    曽我部　健太 [11] 

25 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤　広悠 [32]  6-1  
   加藤　広悠 [32]  

26 さくらＳＳＣ 島根 青戸　湊 w.o.  
    久城　隼斗 

27 さくらＳＳＣ 島根 仲井　悠太  6-3  
   久城　隼斗  

28 サニーテニス 鳥取 久城　隼斗 6-2   
    森　　太一 

29 ラスタットＴＣ 岡山 森　　太一  6-0  
   森　　太一  

30 福山テニス王国 広島 山下　源太 6-0   
    森　　太一 

31   Bye  6-2  
   沖田　太陽 [7]  

32 やすいそ庭球部 広島 沖田　太陽 [7]   



    大平　晴仁 [4] 
33 アサヒＴＣ 岡山 大平　晴仁 [4]  6-1  

   大平　晴仁 [4]  
34   Bye   

    大平　晴仁 [4] 
35 サニーテニス 鳥取 伊藤　凛太郎  6-0  

   天野 宏汰  
36 福山テニス王国 広島 天野 宏汰 6-2   

    大平　晴仁 [4] 
37 サニーテニス 鳥取 小笠原　航太  6-1  

   小笠原　航太  
38 たけなみTA 岡山 谷本　海 6-0   

    阪田　大知 [26] 
39   Bye  6-4  

   阪田　大知 [26]  
40 アキラIＴＣ 広島 阪田　大知 [26]   

    大平　晴仁 [4] 
41 さくらＳＳＣ 島根 安部　皓貴 [20]  6-3  

   安部　皓貴 [20]  
42   Bye   

    瀧山　　直 
43 やすいそ庭球部 広島 瀧山　　直  6-1  

   瀧山　　直  
44 サニーテニス 鳥取 足立　晃志 6-2   

    高橋　英士 [16] 
45 フォレストコースト 広島 梶原　直人  6-3  

   宇津野　航一  
46 境港ジュニア 鳥取 宇津野　航一 6-2   

    高橋　英士 [16] 
47   Bye  6-1  

   高橋　英士 [16]  
48 ＮＢテニスガーデン 広島 高橋　英士 [16]   

    大平　晴仁 [4] 
49 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　陸斗 [10]  6-2  

   井ノ迫　陸斗 [10]  
50   Bye   

    井ノ迫　陸斗 [10] 
51 アサヒＴＣ 岡山 内藤　颯海  6-0  

   内藤　颯海  
52 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　煌誠 6-0   

    井ノ迫　陸斗 [10] 
53 やすいそ庭球部 広島 折本　壮一  6-0  

   原田　龍之介  
54 チェリーＴＣ 岡山 原田　龍之介 6-0   

    白神　　秀 [21] 
55   Bye  6-4  

   白神　　秀 [21]  
56 柳生園ＴＣ 岡山 白神　　秀 [21]   

    井ノ迫　陸斗 [10] 
57 やすいそ庭球部 広島 上野　遼真 [31]  6-0  

   上野　遼真 [31]  
58 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 福村　聡基 6-3   

    上野　遼真 [31] 
59 チェリーＴＣ 岡山 藤原　映太  6-1  

   竹野 聡汰  
60 やすいそ庭球部 広島 竹野 聡汰 6-1   

    上野　遼真 [31] 
61 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 殿重　仁埜  6-0  

   岩田　翔太朗  
62 グリーンベアーズ 島根 岩田　翔太朗 6-4   

    岩田　翔太朗 
63   Bye  w.o. 

   錦織　柑太 [8]  
64 グリーンベアーズ 島根 錦織　柑太 [8]   



    大平　晴仁 [4] 
65 さくらＳＳＣ 島根 原　　圭輔 [6]  6-3  

   原　　圭輔 [6]  
66   Bye   

    原　　圭輔 [6] 
67 グリーンベアーズ 島根 中田　空良  6-0  

   中田　空良  
68 ノアアカデミー倉敷  岡山 植松　蒼葉 6-1   

    高戸　佑羽 
69 アポロＴＣ 鳥取 河原　咲紀  6-4  

   高戸　佑羽  
70 アサヒＴＣ 岡山 高戸　佑羽 6-1   

    高戸　佑羽 
71 境港ジュニア 鳥取 河端　健太朗  7-6(6)  

   大屋　海翔 [30]  
72 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　海翔 [30] 6-2   

    岡崎　智彦 [23] 
73 やすいそ庭球部 広島 岡崎　智彦 [23]  6-3  

   岡崎　智彦 [23]  
74   Bye   

    岡崎　智彦 [23] 
75 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　依織  6-1  

   蓬莱　依織  
76 上本ＴＳ 広島 江島　直紀 6-2   

    岡崎　智彦 [23] 
77 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木　孝太  6-3  

   佐々木　孝太  
78 福山テニス王国 広島 山本　翼輝 6-0   

    柴原　世凪 [9] 
79   Bye  6-0  

   柴原　世凪 [9]  
80 柳生園ＴＣ 岡山 柴原　世凪 [9]   

    末次　悠真 [14] 
81 山口サングリーンＴＣ 山口 末次　悠真 [14]  6-3  

   末次　悠真 [14]  
82   Bye   

    末次　悠真 [14] 
83 Ｉ出雲 島根 竹内　珀翔  6-0  

   山﨑　崇士朗  
84 やすいそ庭球部 広島 山﨑　崇士朗 6-3   

    末次　悠真 [14] 
85 ＮＢテニスガーデン 広島 南角　健太  6-0  

   大田　勝貴  
86 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大田　勝貴 6-2   

    堀　　大輝 [22] 
87   Bye  6-4  

   堀　　大輝 [22]  
88 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 堀　　大輝 [22]   

    末次　悠真 [14] 
89 ラスタットＴＣ 岡山 亀山　竜之介 [25]  6-1  

   亀山　竜之介 [25]  
90   Bye   

    亀山　竜之介 [25] 
91 アポロＴＣ 鳥取 内藤　玲  6-0  

   山口　楷心  
92 たけなみＴＡ 岡山 山口　楷心 6-0   

    亀山　竜之介 [25] 
93 N.N tennis 岡山 栗山　蒼太  6-3  

   栗山　蒼太  
94 福山テニス王国 広島 神原　健人 6-1   

    髙川　空澄 [3] 
95   Bye  6-1  

   髙川　空澄 [3]  
96 やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄 [3]   



    西村　颯真 [2] 
97 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎 [5]  6-3  

   髙森　太吏郎 [5]  
98   Bye   

    髙森　太吏郎 [5] 
99 西条ロイヤルＴＣ 広島 東奥　　陸  6-0  

   幾瀧　陽向  
100 たけなみTA 岡山 幾瀧　陽向 6-1   

    髙森　太吏郎 [5] 
101 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部　昇太  6-0  

   曽我部　昇太  
102 スポnetなんぶ 鳥取 尾田　宗介 6-3   

    城戸　星音 [29] 
103 Ｉ出雲 島根 森脇　宗近  6-2  

   城戸　星音 [29]  
104 ＴＣＳ 広島 城戸　星音 [29] 6-3   

    弘中　丈詞 
105 やすいそ庭球部 広島 舩越　太陽 [19]  6-3  

   舩越　太陽 [19]  
106   Bye   

    弘中　丈詞 
107 アルファＴＣ 山口 弘中　丈詞  6-0  

   弘中　丈詞  
108 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本　彪真 6-0   

    弘中　丈詞 
109 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本　怜遠  6-3  

   沖本　怜遠  
110 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原　陽希 6-2   

    松永　悠希 [12] 
111   Bye  6-3  

   松永　悠希 [12]  
112 庭球館 広島 松永　悠希 [12]   

    西村　颯真 [2] 
113 やすいそ庭球部 広島 山田　悠世 [13]  6-0  

   山田　悠世 [13]  
114   Bye   

    山田　悠世 [13] 
115 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 内藤　　旭  6-0  

   榎谷　幸太  
116 Ｉ出雲 島根 榎谷　幸太 6-3   

    中井　蒼真 [24] 
117 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 小倉　悠太  7-5  

   瀧本　悠友  
118 ＮＢテニスガーデン 広島 瀧本　悠友 6-1   

    中井　蒼真 [24] 
119   Bye  6-0  

   中井　蒼真 [24]  
120 境港ジュニア 鳥取 中井　蒼真 [24]   

    西村　颯真 [2] 
121 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤　央悠 [27]  6-0  

   片上　龍之介  
122 ツルガハマＴＣ 山口 片上　龍之介 6-4   

    藤本　悠太 
123 さくらＳＳＣ 島根 佐伯　想介  6-2  

   藤本　悠太  
124 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本　悠太 6-0   

    西村　颯真 [2] 
125 Ｉ出雲 島根 江川　尊  6-0  

   福家　斗真  
126 ＪＦＴＣ 岡山 福家　斗真 w.o.  

    西村　颯真 [2] 
127   Bye  6-0  

   西村　颯真 [2]  
128 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 西村　颯真 [2]  
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1 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [1]  
   藤山　羽優 [1] 

2   Bye   
    藤山　羽優 [1] 

3 西条ロイヤルＴＣ 広島 東奥　美菜  6-0  
   東奥　美菜  

4 山口サングリーンＴＣ 山口 末次　美月 6-4   
    藤山　羽優 [1] 

5 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 松浦　一花  6-1  
   松浦　一花  

6 ラスタットＴＣ 岡山 平山　　雅 6-2   
    坪田　依茉 [16] 

7 やすいそ庭球部 広島 山本　咲和  6-1  
   坪田　依茉 [16]  

8 ラスタットＴＣ 岡山 坪田　依茉 [16] 6-2   
    藤山　羽優 [1] 

9 サニーＴＳ 鳥取 赤井　優月 [10]  6-0  
   赤井　優月 [10]  

10 every　TC 岡山 江口　奈美 6-1   
    赤井　優月 [10] 

11 ツルガハマＴＣ 山口 萬行　椛恋  6-4  
   萬行　椛恋  

12 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 久保　美貴子 6-2   
    河口　菜々美 [5] 

13 ミズノＴＳ 山口 松本　涼花  6-2  
   大屋　結愛  

14 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　結愛 w.o.  
    河口　菜々美 [5] 

15   Bye  6-0  
   河口　菜々美 [5]  

16 ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美 [5]   
    藤山　羽優 [1] 

17 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛 [3]  6-1  
   田中　　愛 [3]  

18   Bye   
    田中　　愛 [3] 

19 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 山口　実里  6-0  
   植松　百々葉  

20 ノアアカデミー倉敷  岡山 植松　百々葉 6-4   
    田中　　愛 [3] 

21 たけなみＴＡ 岡山 渡邉　安曇  6-3  
   渡邉　安曇  

22 ＮＢテニスガーデン 広島 大森　唯愛 7-6(2)   
    渡邉　安曇 

23 TC-ART 岡山 久野　百花  6-3  
   森脇　愛菜 [14]  

24 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇　愛菜 [14] 6-0   
    永倉　聖理奈 [7] 

25 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴 [11]  6-2  
   日田　杷冴 [11]  

26 アポロＴＣ 鳥取 川上　梨華 6-0   
    日田　杷冴 [11] 

27 たけなみTA 岡山 江草　初音  6-1  
   島本　　凛  

28 ＮＢテニスガーデン 広島 島本　　凛 6-1   
    永倉　聖理奈 [7] 

29 境港ジュニア 鳥取 木村　咲乃  6-3  
   木村　咲乃  

30 every　TC 岡山 藤原　初乃 6-1   
    永倉　聖理奈 [7] 

31   Bye  6-0  
   永倉　聖理奈 [7]  

32 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈 [7]   



    藤山　羽優 [1] 
33 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉 [8]  6-2  

   小田　朱莉 [8]  
34 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田　　花 6-1   

    小田　朱莉 [8] 
35 やすいそ庭球部 広島 野村　海心  6-0  

   野村　海心  
36 every　TC 岡山 江口　真央 6-0   

    小田　朱莉 [8] 
37 ツルガハマＴＣ 山口 河口　依鈴  6-1  

   高山　桜和  
38 天満屋遊プラザ 岡山 高山　桜和 6-2   

    片上　　碧 [12] 
39 グリーンベアーズ 島根 陶山　千尋  7-5  

   片上　　碧 [12]  
40 ツルガハマＴＣ 山口 片上　　碧 [12] 6-1   

    押川　美月 [4] 
41 たけなみＴＡ 岡山 藤井　心晴 [15]  7-6(5)  

   藤井　心晴 [15]  
42 ＮＢテニスガーデン 広島 近藤　紗衣 6-2   

    新開　　菫 
43 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開　　菫  6-3  

   新開　　菫  
44 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 原　莉衣咲 6-0   

    押川　美月 [4] 
45 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大森　心結  6-4  

   大森　心結  
46 ＮＢテニスガーデン 広島 青木　莉音 6-4   

    押川　美月 [4] 
47   Bye  6-0  

   押川　美月 [4]  
48 グリーンベアーズ 島根 押川　美月 [4]   

    青木　陽咲 [6] 
49 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 [6]  6-4  

   青木　陽咲 [6]  
50   Bye   

    青木　陽咲 [6] 
51 サニーテニス 鳥取 松江 優奈  6-2  

   青木　優奈  
52 たけなみＴＡ 岡山 青木　優奈 6-3   

    青木　陽咲 [6] 
53 スポnetなんぶ 鳥取 内田　実佑  6-2  

   小田　晴日  
54 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　晴日 7-6(6)   

    勝部　陽日 [9] 
55 ＪＦＴＣ 岡山 吉井　小由未  6-1  

   勝部　陽日 [9]  
56 グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日 [9] 6-1   

    青木　陽咲 [6] 
57 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈 [13]  6-4  

   柴山　那奈 [13]  
58 たけなみＴＡ 岡山 川村　奈央 6-0   

    柴山　那奈 [13] 
59 チェリーＴＣ 岡山 赤池　美海  6-0  

   赤池　美海  
60 さくらＳＳＣ 島根 杉原　明菜 6-1   

    柴山　那奈 [13] 
61 ツルガハマＴＣ 山口 久佐　美月姫  6-3  

   久佐　美月姫  
62 やすいそ庭球部 広島 折橋　周希 6-0   

    五藤　里保 [2] 
63   Bye  6-2  

   五藤　里保 [2]  
64 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保 [2]  
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   

1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 [1]  
   渡邉　栞太 [1] 

2   Bye   
    渡邉　栞太 [1] 

3 遊ポートＴＣ 鳥取 松本　　晄  6-0  
   松本　　晄  

4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大田　拓実 6-2   
    渡邉　栞太 [1] 

5 MIYAKEJr高屋TC 岡山 岡　拓篤  6-1  
   岡　拓篤  

6 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本　太我 6-0   
    岡　拓篤 

7 チェリーＴＣ 岡山 舟木　祐宇  6-4  
   中島　大悟 [28]  

8 いのうえＴＧ 山口 中島　大悟 [28] 6-4   
    渡邉　栞太 [1] 

9 ラスタットＴＣ 岡山 吉武　蕾音 [18]  6-1  
   吉武　蕾音 [18]  

10   Bye   
    吉武　蕾音 [18] 

11 ＪＴＣ 島根 吉村　淳希  6-0  
   藤本　健太  

12 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本　健太 6-0   
    錦織　陽太 [14] 

13 柳生園ＴＣ 岡山 榊原　蒼太  6-3  
   榊原　蒼太  

14 グリーンベアーズ 島根 角　　眞之介 6-4   
    錦織　陽太 [14] 

15   Bye  6-0  
   錦織　陽太 [14]  

16 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太 [14]   
    渡邉　栞太 [1] 

17 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　風音 [10]  6-3  
   弘　　風音 [10]  

18   Bye   
    弘　　風音 [10] 

19 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 鷹野　　稜  6-1  
   鷹野　　稜  

20 やすいそ庭球部 広島 山本　　蓮 7-5   
    弘　　風音 [10] 

21 ミズノＴＳ 山口 戸倉　琥太郎  6-2  
   岸　　亮太朗  

22 ラスタットＴＣ 岡山 岸　　亮太朗 6-4   
    廣友　春咲 [21] 

23   Bye  7-6(2)  
   廣友　春咲 [21]  

24 アサヒＴＣ 岡山 廣友　春咲 [21]   
    弘　　風音 [10] 

25 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹 [27]  7-5  
   金藤　宏樹 [27]  

26   Bye   
    金藤　宏樹 [27] 

27 たけなみＴＡ 岡山 髙森　孔之祐  7-6(5)  
   髙森　孔之祐  

28 さくらＳＳＣ 島根 佐藤　史都 6-0   
    寺坂　遼央 [7] 

29 境港ジュニア 鳥取 水津　巧稀  6-3  
   木本　春馬  

30 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 木本　春馬 6-0   
    寺坂　遼央 [7] 

31   Bye  6-1  
   寺坂　遼央 [7]  

32 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央 [7]   



    住田　涼成 [3] 
33 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [3]  6-3  

   住田　涼成 [3]  
34   Bye   

    住田　涼成 [3] 
35 みなみ坂ＴＳ 広島 西本　惺良  6-1  

   西本　惺良  
36 たけなみＴＡ 岡山 幾瀧　蒼也 6-1   

    住田　涼成 [3] 
37 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 前川　崇琉  6-1  

   水原　大介  
38 柳生園ＴＣ 岡山 水原　大介 6-1   

    安田　彰汰 [26] 
39   Bye  6-3  

   安田　彰汰 [26]  
40 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰 [26]   

    住田　涼成 [3] 
41 風の国ＴＣＪｒ 島根 廣瀬　遥人 [23]  6-2  

   廣瀬　遥人 [23]  
42   Bye   

    廣瀬　遥人 [23] 
43 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原　和紀  6-4  

   井原　和紀  
44 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田　宗一郎 6-2   

    廣瀬　遥人 [23] 
45 さくらＳＳＣ 島根 大豊　裕希  6-3  

   岩見　俊輝  
46 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 岩見　俊輝 6-1   

    安立　紳平 [13] 
47   Bye  6-0  

   安立　紳平 [13]  
48 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　紳平 [13]   

    住田　涼成 [3] 
49 アルファＴＣ 山口 大方　康平 [11]  6-0  

   大方　康平 [11]  
50   Bye   

    大方　康平 [11] 
51 柳生園ＴＣ 岡山 小幡　一期  6-2  

   小幡　一期  
52 カトウＴＣ 山口 藤田　大輝 6-3   

    大方　康平 [11] 
53 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 瀧本　　琉  6-3  

   江口　航生  
54 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 江口　航生 7-5   

    江口　航生 
55   Bye  6-1  

   橋本　詠哉 [24]  
56 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉 [24]   

    松本　悠希 [5] 
57 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 牟田　　湊 [29]  6-4  

   牟田　　湊 [29]  
58 グリーンベアーズ 島根 岩田　銀治 6-1   

    牟田　　湊 [29] 
59 ＹＹｋｉｄｓ松江 島根 片岡　裕生  6-0  

   片岡　裕生  
60 ＮＢテニスガーデン 広島 池下　侑真 6-3   

    松本　悠希 [5] 
61 ＮＢテニスガーデン 広島 中島　楽人  6-1  

   佐々木　雅幸  
62 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木　雅幸 6-1   

    松本　悠希 [5] 
63   Bye  6-2  

   松本　悠希 [5]  
64 アサヒＴＣ 岡山 松本　悠希 [5]   



    住田　涼成 [3] 
65 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 [8]  6-2  

   大下　遥希 [8]  
66   Bye   

    大下　遥希 [8] 
67 アポロＴＣ 鳥取 足立　京之介  6-0  

   森本　大駿  
68 アサヒＴＣ 岡山 森本　大駿 6-1   

    大下　遥希 [8] 
69 いのうえＴＧ 山口 村田　悠也  6-1  

   村田　悠也  
70 アポロＴＣ 鳥取 柳生　　奏 6-2   

    小川　洋右 [32] 
71 さくらＳＳＣ 島根 高木　智広  6-0  

   小川　洋右 [32]  
72 ラスタットＴＣ 岡山 小川　洋右 [32] 6-0   

    佐藤　陽人 
73 やすいそ庭球部 広島 川元　秀五 [19]  6-4  

   川元　秀五 [19]  
74   Bye   

    佐藤　陽人 
75 Ｉ出雲 島根 伊藤　新一  6-2  

   佐藤　陽人  
76 たけなみＴＡ 岡山 佐藤　陽人 6-1   

    佐藤　陽人 
77 柳生園ＴＣ 岡山 西﨑　颯汰  6-0  

   西﨑　颯汰  
78 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤　匠真 6-3   

    西﨑　颯汰 
79   Bye  6-4  

   和気　義章 [12]  
80 スフィーダＴＣ 岡山 和気　義章 [12]   

    佐藤　陽人 
81 グリーンベアーズ 島根 小櫻　空芽 [16]  6-3  

   小櫻　空芽 [16]  
82   Bye   

    藤川　純大 
83 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　忠信  6-2  

   藤川　純大  
84 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大 6-0   

    藤川　純大 
85 浜っ子テニスクラブ 島根 岡﨑　春樹  7-6(5)  

   藤原　章太  
86 チェリーＴＣ 岡山 藤原　章太 6-1   

    浜田　響己 [17] 
87   Bye  6-0  

   浜田　響己 [17]  
88 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　響己 [17]   

    藤川　純大 
89 山口テニスアカデミー 山口 石田　誠志郎 [25]  7-6(3)  

   石田　誠志郎 [25]  
90   Bye   

    石田　誠志郎 [25] 
91 いのうえＴＧ 山口 松永　新平  7-5  

   松永　新平  
92 たけなみＴＡ 岡山 モーガン　瑠来 6-3   

    溝手　倫太朗 [4] 
93 ミズノＴＳ 山口 西村　桃汰  6-2  

   森本　蒼士  
94 ノアアカデミー倉敷  岡山 森本　蒼士 6-1   

    溝手　倫太朗 [4] 
95   Bye  6-2  

   溝手　倫太朗 [4]  
96 ラスタットＴＣ 岡山 溝手　倫太朗 [4]   



    中川　琉成 [2] 
97 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺　慶大 [6]  7-5  

   渡辺　慶大 [6]  
98   Bye   

    渡辺　慶大 [6] 
99 やすいそ庭球部 広島 中島　綾也  6-2  

   中島　綾也  
100 サニーＴＳ 鳥取 田邊　和成 6-4   

    山中　佑記 [31] 
101 たけなみＴＡ 岡山 片山　温友  7-5  

   片山　温友  
102 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 渡邊　陽仁 w.o.  

    山中　佑記 [31] 
103 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 吉田　　涼  6-1  

   山中　佑記 [31]  
104 やすいそ庭球部 広島 山中　佑記 [31] 6-2   

    角南　叶多 [9] 
105 いのうえＴＧ 山口 山崎　敬史 [20]  6-0  

   山崎　敬史 [20]  
106   Bye   

    山崎　敬史 [20] 
107 いのうえＴＧ 山口 山本　直生  7-5  

   中川　輝里  
108 柳生園ＴＣ 岡山 中川　輝里 7-6(4)   

    角南　叶多 [9] 
109 たけなみＴＡ 岡山 藤井　貫生  6-3  

   藤井　貫生  
110 スポネットなんぶ   鳥取 乗本　悠太 6-2   

    角南　叶多 [9] 
111   Bye  6-0  

   角南　叶多 [9]  
112 ラスタットＴＣ 岡山 角南　叶多 [9]   

    中川　琉成 [2] 
113 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田　陽太 [15]  6-2  

   小野田　陽太 [15]  
114   Bye   

    小野田　陽太 [15] 
115 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　諒太  6-3  

   亀山　蒼生  
116 ノアアカデミー倉敷  岡山 亀山　蒼生 6-4   

    小野田　陽太 [15] 
117 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 久保田　瑛心  6-1  

   久保田　瑛心  
118 アポロＴＣ 鳥取 中村　柊弥 w.o.  

    幡原　　創 [22] 
119   Bye  6-1  

   幡原　　創 [22]  
120 境港ジュニア 鳥取 幡原　　創 [22]   

    中川　琉成 [2] 
121 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　慶明 [30]  6-2  

   広瀬　慶明 [30]  
122 アサヒＴＣ 岡山 石津　　健 w.o.  

    岡本　幸大 
123 ラスタットＴＣ 岡山 宮田　　凌  6-1  

   岡本　幸大  
124 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本　幸大 6-1   

    中川　琉成 [2] 
125 浜っ子テニスクラブ 島根 田原　圭一朗  6-1  

   米本　叶芽  
126 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽 6-1   

    中川　琉成 [2] 
127   Bye  6-1  

   中川　琉成 [2]  
128 石川ＴＳ 岡山 中川　琉成 [2]  
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1 ラスタットＴＣ 岡山 池田　花珠 [1]  
   池田　花珠 [1] 

2   Bye   
    池田　花珠 [1] 

3 さくらＳＳＣ 島根 杉原　晴菜  6-1  
   土海　　環  

4 境港ジュニア 鳥取 土海　　環 6-0   
    池田　花珠 [1] 

5 ＮＢテニスガーデン 広島 高木　和  6-1  
   高木　和  

6 グリーンベアーズ 島根 瀨﨑　結音 6-0   
    眞鍋　結衣 [16] 

7 境港ジュニア 鳥取 大根　花菜  6-3  
   眞鍋　結衣 [16]  

8 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣 [16] 6-0   
    池田　花珠 [1] 

9 やすいそ庭球部 広島 谷本　　葵 [11]  6-1  
   谷本　　葵 [11]  

10 グリーンベアーズ 島根 目良　歩美 6-1   
    谷本　　葵 [11] 

11 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 原　　夏実  6-0  
   伊藤　麻理  

12 ノアテニスアカデミー倉敷 岡山 伊藤　麻理 6-1   
    渡辺　葵依 [5] 

13 グリーンベアーズ 島根 芝原　心結  6-2  
   福岡　姫奈  

14 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 福岡　姫奈 6-1   
    渡辺　葵依 [5] 

15   Bye  6-0  
   渡辺　葵依 [5]  

16 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 [5]   
    池田　花珠 [1] 

17 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆 [3]  6-2  
   平田　里帆 [3]  

18   Bye   
    平田　里帆 [3] 

19 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 原　　愛莉  6-0  
   原　　愛莉  

20 たけなみTA 岡山 難波 詩乃 6-0   
    平田　里帆 [3] 

21 テンション 広島 細川　瑠那  6-0  
   堀井　琳加  

22 たけなみＴＡ 岡山 堀井　琳加 6-1   
    佐藤　音羽 [14] 

23 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 竹堂　　杏  6-1  
   佐藤　音羽 [14]  

24 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽 [14] 7-6(5)   
    平田　里帆 [3] 

25 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海 [12]  6-0  
   佐藤　彩海 [12]  

26 やすいそ庭球部 広島 西山　紗永 6-0   
    佐藤　彩海 [12] 

27 さくらＳＳＣ 島根 杉原　結菜  6-0  
   杉原　結菜  

28 アキラIＴＣ 広島 河野　光咲 6-1   
    佐藤　彩海 [12] 

29 Ｉ出雲 島根 江川　日奈子  6-1  
   江川　日奈子  

30 庭球館 広島 千倉　雪乃 6-1   
    江川　日奈子 

31   Bye  w.o. 
   中原　　萌 [6]  

32 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌 [6]   



    池田　花珠 [1] 
33 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂 [8]  6-1  

   丸山　華穂 [8]  
34   Bye   

    丸山　華穂 [8] 
35 ミズノＴＳ 山口 松本　紗弥  6-3  

   前野　天寧  
36 ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野　天寧 w.o.  

    丸山　華穂 [8] 
37 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹　悠夏  6-3  

   蓬莱　小春  
38 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　小春 6-3   

    蓬莱　小春 
39 さくらＳＳＣ 島根 宇山　葵心  6-0  

   宇山　葵心  
40 ラスタットＴＣ 岡山 西山　日向 [9] w.o.  

    櫻井　利真 [4] 
41 山口テニスアカデミー 山口 三浦　茜音 [15]  6-3  

   三浦　茜音 [15]  
42 スフィーダＴＣ 岡山 髙本　美来 6-1   

    三浦　茜音 [15] 
43 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 山本　千尋  6-2  

   花岡　杏羽  
44 ラスタットＴＣ 岡山 花岡　杏羽 6-2   

    櫻井　利真 [4] 
45 ＮＢテニスガーデン 広島 宝崎　叶実  6-1  

   宝崎　叶実  
46 スポnetなんぶ テニスクラブ 鳥取 藤原 そよ花 6-1   

    櫻井　利真 [4] 
47   Bye  6-0  

   櫻井　利真 [4]  
48 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 [4]   

    櫻井　利真 [4] 
49 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈 [7]  6-0  

   藤本　芽衣奈 [7]  
50   Bye   

    藤本　芽衣奈 [7] 
51 アサヒＴＣ 岡山 三宅　穂花  6-1  

   吉田　瑞穂  
52 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 吉田　瑞穂 6-2   

    藤本　芽衣奈 [7] 
53 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 大森　琴羽  6-0  

   永井　支麻  
54 福山テニス王国 広島 永井　支麻 6-1   

    重永　莉子 [10] 
55 グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉  6-4  

   重永　莉子 [10]  
56 アルファＴＣ 山口 重永　莉子 [10] 6-1   

    藤本　芽衣奈 [7] 
57 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり [13]  6-4  

   池淵　ひかり [13]  
58 西条ロイヤルＴＣ 広島 東奥　星菜 6-0   

    池淵　ひかり [13] 
59 境港ジュニア 鳥取 佐々木 遥  7-5  

   古澤　未來  
60 いのうえＴＧ 山口 古澤　未來 6-0   

    樽床　風音 [2] 
61 ＧＩＯＣＯ 島根 宮本　　恵  6-2  

   森吉　彩瑛  
62 サニーＴＳ 鳥取 森吉　彩瑛 7-6(3)   

    樽床　風音 [2] 
63   Bye  6-0  

   樽床　風音 [2]  
64 ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音 [2]  
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