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Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1 吉賀町テニス連盟 島根 岩本 晋之介 [1]  
    岩本 晋之介 [1]

2 南部町スポ少 鳥取 大谷 蒼 8-0  
     岩本 晋之介 [1]

3 吉賀町テニス連盟 島根 河内 優和  8-0
   河内 優和  

4 カトウＴＣ 山口 谷口 桜介 8-3  
     岩本 晋之介 [1]

5 グリーンベアーズ 島根 高橋 颯大  8-3
   門脇 智大  

6 法勝寺中学校 鳥取 門脇 智大 8-1  
    吉原 幹人 [7]

7 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井 汰育  8-3
   吉原 幹人 [7]  

8 ラスタットＴＣ 岡山 吉原 幹人 [7] 8-4  
      中本 悠水 [3]

9 やすいそ庭球部 広島 中本 悠水 [3]  2-6 6-4 7-5
   中本 悠水 [3]  

10 グリーンベアーズ 島根 勝部 篤輝 8-0  
     中本 悠水 [3]

11 スフィーダＴＣ 岡山 山本 慎之介  8-2
    城戸 星羽  

12 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸 星羽 8-2  
      中本 悠水 [3]

13 大和オレンジボールＴＣ 山口 近藤 曜司  8-2
    田中 晴  

14 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 晴 8-2  
      角南 凌

15 ラスタットＴＣ 岡山 角南 凌  8-6
    角南 凌  

16 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 [8] 8-6  
       中本 悠水 [3]

17 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 [6]  6-2 6-2
    松浦 諄成  

18 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成 8-3  
      松浦 諄成

19 柳生園ＴＣ 岡山 村上 慈英  9-7
    村上 慈英  

20 南部町スポ少 鳥取 森山 蒼太 8-4  
       藤高 聡真 [4]

21 ノア・インドアステージ広島西 広島 廣本 陽色  8-2
    廣本 陽色  

22 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 空 8-6  
      藤高 聡真 [4]

23 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼  8-1
    藤高 聡真 [4]  

24 チェリーＴＣ 岡山 藤高 聡真 [4] 8-2  
        藤高 聡真 [4]

25 チェリーＴＣ 岡山 中原 陽 [5]  6-1 6-3
    中原 陽 [5]  

26 グリーンベアーズ 島根 安村 晴 8-4  
      中原 陽 [5]

27 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 颯真  8-6
    渡邊 颯真  

28 カトウＴＣ 山口 由良 隆之佑 8-1  
       角 陽太 [2]

29 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地  9-7
    田中 遼  

30 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 遼 8-2  
      角 陽太 [2]

31 アルファＴＣ 山口 安村 悠希  8-2
    角 陽太 [2]  

32 開星中学校 島根 角 陽太 [2] 9-7
    

補欠 チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太 順位　3-4   岩本 晋之介 [1]  
補欠 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木　唯人     岩本 晋之介 [1]
補欠 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　聖七     角 陽太 [2] 6-2 6-1

   
  



14歳以下男子シングルス - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 南部町スポ少 鳥取 大谷 蒼  
    谷口 桜介

2 カトウＴＣ 山口 谷口 桜介 8-6  
     今井 汰育

3 グリーンベアーズ 島根 高橋 颯大  8-3
   今井 汰育  

4 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井 汰育 8-4  
       大下 翔希 [8]

5 グリーンベアーズ 島根 勝部 篤輝  8-3
   山本 慎之介  

6 スフィーダＴＣ 岡山 山本 慎之介 8-1  
      大下 翔希 [8]

7 大和オレンジボールＴＣ 山口 近藤 曜司  8-2
    大下 翔希 [8]  

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 [8] 8-2  
        大下 翔希 [8]

9 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 [6]  8-0
    間野 由大 [6]  

10 南部町スポ少 鳥取 森山 蒼太 8-1  
      間野 由大 [6]

11 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 空  8-3
    樽床 空  

12 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼 8-2  
       間野 由大 [6]

13 グリーンベアーズ 島根 安村 晴   8-1
    由良 隆之佑  

14 カトウＴＣ 山口 由良 隆之佑 8-6  
     由良 隆之佑

15 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地  9-7
    安村 悠希  

16 アルファＴＣ 山口 安村 悠希 8-4
    
  順位19-20   今井 汰育  
      由良 隆之佑
    由良 隆之佑 9-8（3）
   
  

14歳以下男子シングルス - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  MD Pos 5-8  吉原 幹人 [7]  
     吉原 幹人 [7]
     角南 凌 8-3  
       吉原 幹人 [7]
     松浦 諄成  8-5
      中原 陽 [5]  
    中原 陽 [5] 8-5
   
  順位7-8     角南 凌  
        角南 凌
      松浦 諄成 8-6
    

1 吉賀町テニス連盟 島根 河内 優和  
    河内 優和

2 法勝寺中学校 鳥取 門脇 智大 8-3  
      河内 優和

3 ノア・インドアステージ広島西 広島 城戸 星羽  9-7
    田中 晴  

4 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 晴 8-6  
       河内 優和

5 柳生園ＴＣ 岡山 村上 慈英  8-4
    村上 慈英  

6 ノア・インドアステージ広島西 広島 廣本 陽色 8-3  
      渡邊 颯真

7 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 颯真  8-6
    渡邊 颯真  

8 ノア・インドアステージ広島西 広島 田中 遼 8-1
    
  順位11-12   田中 晴  
      田中 晴
    村上 慈英 8-4
    
  MD Pos 13-16  門脇 智大  
     城戸 星羽
   城戸 星羽 9-8(6)  
       城戸 星羽
   廣本 陽色   8-3
     田中 遼  
   田中 遼  8-4
   
  順位15-16   門脇 智大  
      門脇 智大
    廣本 陽色 8-1
   



  

14歳以下男子シングルス - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  CD Pos 21-24   谷口 桜介  
    谷口 桜介
   山本 慎之介 8-5  
        樽床 空
    樽床 空  8-4
      樽床 空  
    安村 悠希  8-5
   
  順位23-24   山本 慎之介  
      山本 慎之介
     安村 悠希 8-5
    

1 南部町スポ少 鳥取 大谷 蒼  
    大谷 蒼

2 グリーンベアーズ 島根 高橋 颯大 8-2  
      大谷 蒼

3 グリーンベアーズ 島根 勝部 篤輝   8-1
    近藤 曜司  

4 大和オレンジボールＴＣ 山口 近藤 曜司 8-6  
       安村 晴

5 南部町スポ少 鳥取 森山 蒼太  8-4
    森山 蒼太  

6 遊ポートＴＣ 鳥取 山口 遼 8-3  
      安村 晴

7 グリーンベアーズ 島根 安村 晴  8-2
    安村 晴  

8 遊ポートＴＣ 鳥取 三木 大地 8-1
    
  順位27-28   近藤 曜司  
      近藤 曜司
    森山 蒼太 8-5
    
  CD Pos 29-32  高橋 颯大  
     高橋 颯大
   勝部 篤輝 9-8(6)  
       三木 大地
   山口 遼  8-3
     三木 大地  
   三木 大地 WO
   
  順位31-32   勝部 篤輝  
     勝部 篤輝
    山口 遼 WO
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 久保 杏夏 [1]  
    久保 杏夏 [1]

2 ミズノＴＳ 山口 神田 弥優 8-0  
     久保 杏夏 [1]

3 浜村スポ少 鳥取 石黒 和奏  8-6
    阿部 桃子  

4 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部 桃子 8-0  
      久保 杏夏 [1]

5 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞  8-0
    吉原 舞  

6 グリーンベアーズ 島根 野村 優奈 8-0  
      原田 遥 [8]

7 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜  8-4
    原田 遥 [8]  

8 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥 [8] 8-4  
       久保 杏夏 [1]

9 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [3]  6-1　6-2
    井上 佳苗 [3]  

10 山口オーサンスTC 山口 伊藤　愛珠 8-1  
      井上 佳苗 [3]

11 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆  8-1
    丸山 晶帆  

12 福山テニス王国 広島 宇根 小百々  8-4  
       井上 佳苗 [3]

13 グリーンベアーズ 島根 清田 千遥  8-6
    今野 杏美  

14 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美 8-3  
      河野 彩奈 [6]

15 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢  8-3
    河野 彩奈 [6]  

16 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈 [6] 8-1  
        久保 杏夏 [1]

17 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓 [7]  6-3　6-1
    片山 皓 [7]  

18 南部町スポ少 鳥取 井上 陽 8-0  
      片山 皓 [7]

19 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花  8-5
    藤本 麻璃花  

20 トゥネＴＣ 山口 藤田 朱音 8-0  
     片山 皓 [7]

21 ふくいTC 山口 緒方　愛璃  8-3
   緒方　愛璃  

22 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛 8-0  
     大髙 智咲 [4]

23 Ｉ出雲 島根 池淵 綾華  8-2
    大髙 智咲 [4]  

24 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [4] 8-3  
       髙 絢果 [2]

25 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 [5]  6-2　6-0
    藤永 萌花 [5]  

26 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美 8-3  
      藤永 萌花 [5]

27 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑  8-4
    渡邊 多笑  

28 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 宮川 花菜 8-3  
      髙 絢果 [2]

29 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈  9-7
    田中 伶奈  

30 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家 果子 8-2  
     髙 絢果 [2]

31 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 カトリーヌ瑞侑  8-2
   髙 絢果 [2]  

32 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 絢果 [2] 8-5
    

補欠 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜 本戦No7へ 順位　3-4   井上 佳苗 [3]  
補欠 たけなみテニスアカデミー 岡山 安井　すず 補欠１へ     井上 佳苗 [3]
補欠 スフィーダＴＣ 岡山 松本　　藍 補欠２へ   片山 皓 [7]  6-3　6-0

   
  



14歳以下女子シングルス - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 ミズノＴＳ 山口 神田 弥優  
    神田 弥優

2 浜村スポ少 鳥取 石黒 和奏 8-0  
      神田 弥優

3 グリーンベアーズ 島根 野村 優奈  8-6
    野村 優奈  

4 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜 8-5  
       神田 弥優

5 山口オーサンスTC 山口 伊藤　愛珠  8-3
    伊藤　愛珠  

6 福山テニス王国 広島 宇根 小百々 WO  
      清田 千遥

7 グリーンベアーズ 島根 清田 千遥  8-3
    清田 千遥  

8 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢 8-4  
     小野 カトリーヌ瑞侑  

9 南部町スポ少 鳥取 井上 陽   8-4
    藤田 朱音  

10 トゥネＴＣ 山口 藤田 朱音 8-2  
      池淵 綾華

11 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛  8-4
    池淵 綾華  

12 Ｉ出雲 島根 池淵 綾華 8-1  
     小野 カトリーヌ瑞侑 

13 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美  8-4
    浦野 仁美  

14 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 宮川 花菜 8-4  
     小野 カトリーヌ瑞侑 

15 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家 果子  8-6
    小野 カトリーヌ瑞侑  

16 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 カトリーヌ瑞侑 8-2
    
  順位19-20    清田 千遥  
       池淵 綾華
     池淵 綾華 8-5
   
  

14歳以下女子シングルス - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  MD Pos 5-8    原田 遥 [8]  
       原田 遥 [8]
     河野 彩奈 [6] 9-8（2）  
       大髙 智咲 [4]
    大髙 智咲 [4]  8-4
     大髙 智咲 [4]  
     藤永 萌花 [5] 8-2
   
  順位7-8    河野 彩奈 [6]  
        藤永 萌花 [5]
      藤永 萌花 [5] 9-7
    

1 ＮＢテニスガーデン 広島 阿部 桃子  
    阿部 桃子

2 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原 舞 8-1  
      阿部 桃子

3 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆  8-3
    今野 杏美  

4 山口サングリーンＴＣ 山口 今野 杏美 8-2  
      阿部 桃子

5 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花  8-5
   藤本 麻璃花  

6 ふくいTC 山口 緒方　愛璃 8-1  
      渡邊 多笑

7 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑  8-5
    渡邊 多笑  

8 山口テニスアカデミー 山口 田中 伶奈 8-4
    
  順位11-12   今野 杏美  
     藤本 麻璃花
   藤本 麻璃花 WO
    
  MD Pos 13-16  吉原 舞  
     吉原 舞
   丸山 晶帆 8-4  
       田中 伶奈
   緒方　愛璃  9-8（6）
     田中 伶奈  
   田中 伶奈 8-1
   
  順位15-16   丸山 晶帆  
      丸山 晶帆
    緒方　愛璃 8-1
   



  

14歳以下女子シングルス - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  CD Pos 21-24   野村 優奈  
      伊藤　愛珠
    伊藤　愛珠 8-6  
        浦野 仁美
    藤田 朱音  8-3
      浦野 仁美  
    浦野 仁美 8-5
   
  順位23-24    野村 優奈  
       藤田 朱音
     藤田 朱音 9-7
    

1 浜村スポ少 鳥取 石黒 和奏  
    平田　愛菜

2 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜 8-0  
      平田　愛菜

3 福山テニス王国 広島 宇根 小百々   8-2
    藤本 怜矢  

4 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢 WO  
       宮川 花菜

5 南部町スポ少 鳥取 井上 陽  8-5
    井上 陽  

6 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛 8-3  
      宮川 花菜

7 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 宮川 花菜  8-0
    宮川 花菜  

8 ＳＴＥＶＥ 鳥取 浜家 果子 8-6
    
  順位27-28   藤本 怜矢  
      藤本 怜矢
    井上 陽 8-4
    
  CD Pos 29-32  石黒 和奏  
     石黒 和奏
   宇根 小百々 WO  
       浜家 果子
   三浦　乃愛  8-0
     浜家 果子  
   浜家 果子 8-0
   
  順位31-32   宇根 小百々  
     三浦　乃愛
    三浦　乃愛 WO
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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 渡邊 脩真 [1]  
    渡邊 脩真 [1]

2 ミズノＴＳ 山口 田中 蓮斗 8-0  
      渡邊 脩真 [1]

3 たけなみテニスアカデミー 岡山 伊藤 広翔  8-1
    伊藤 広翔  

4 サニーＴＳ 鳥取 岸田 拓真 8-0  
       渡邊 脩真 [1]

5 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗  9-8(6)
    勝部 遥斗  

6 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田 歩志 9-7  
      岸田 昊生 [8]

7 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田中 啓介  9-7
    岸田 昊生 [8]  

8 山口テニスアカデミー 山口 岸田 昊生 [8] 8-2  
       藤本 理功 [3]

9 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 [3]  6-3 6-1
    藤本 理功 [3]  

10 ツルガハマＴＣ 山口 村田 真惺 8-1  
     藤本 理功 [3]

11 ＪＴＣ 島根 吉村 拓海  8-1
    吉村 拓海  

12 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 8-4  
      藤本 理功 [3]

13 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村 優生  8-2
    木村 優生  

14 やすいそ庭球部 広島 松岡 洸希 8-3  
      中井 智風 [7]

15 ｚｅｓｔ 岡山 相馬 仁寿  8-4
    中井 智風 [7]  

16 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井 智風 [7] 8-3  
       小野 クリストファー滉生 [2] 

17 柳生園ＴＣ 岡山 青木 佑仁 [6]  6-1 7-5
    青木 佑仁 [6]  

18 山口オーサンスＴＣ 山口 石田 槇 8-0  
      藤原 陸

19 境港ジュニア 鳥取 中田 優太  8-5
    藤原 陸  

20 やすいそ庭球部 広島 藤原 陸 8-0  

    
   高橋 廉汰朗
[4]

21 ＪＦＴＣ 岡山 柏木 捷太郎  8-3
    柏木 捷太郎  

22 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔 8-6  

      高橋 廉汰朗 [4]
23 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生  8-1

    高橋 廉汰朗 [4]  
24 たけなみテニスアカデミー 岡山 高橋 廉汰朗 [4] 8-5  

      小野 クリストファー滉生 [2] 

25 ラスタットＴＣ 岡山 塚本 真崇 [5]  3-6 6-2 6-1
    塚本 真崇 [5]  

26 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺 8-2  
      講元 大祈

27 ハチヤＴＳ 岡山 講元 大祈  8-3
    講元 大祈  

28 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石 一樹 8-0  
      小野 クリストファー滉生 [2] 

29 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 江口 樹  8-0
    江口 樹  

30 アルファＴＣ 山口 大方 康平 8-1  
      小野 クリストファー滉生 [2] 

31 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央  8-3
    小野 クリストファー滉生 [2]  

32 たけなみテニスアカデミー 岡山 小野 クリストファー滉生 [2] 8-1
    

補欠1 柳生園ＴＣ 岡山 宮本　浩弥 順位3-4     渡邊 脩真 [1]  

補欠2
福山テニス王国 広島 広瀬　貴章

      渡邊 脩真 [1]
補欠3 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希     高橋 廉汰朗 6-1 4-6 6-2

   
  



12歳以下男子シングルス - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 ミズノＴＳ 山口 田中 蓮斗  
   岸田 拓真

2 サニーＴＳ 鳥取 岸田 拓真 8-2  
    内田 歩志

3 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田 歩志  9-7
   内田 歩志  

4 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田中 啓介 9-7  
    内田 歩志

5 ツルガハマＴＣ 山口 村田 真惺  8-4
   土海 悠太  

6 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 8-2  
      相馬 仁寿

7 やすいそ庭球部 広島 松岡 洸希  8-1
    相馬 仁寿  

8 ｚｅｓｔ 岡山 相馬 仁寿 8-4  
       池淵 兼生

9 山口オーサンスＴＣ 山口 石田 槇  8-6
    石田 槇  

10 境港ジュニア 鳥取 中田 優太 8-2  
      池淵 兼生

11 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔  8-1
    池淵 兼生  

12 Ｉ出雲 島根 池淵 兼生 8-3  
      池淵 兼生

13 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺  9-8（2）
    岩井 惺  

14 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石 一樹 8-4  
      岩井 惺

15 アルファＴＣ 山口 大方 康平  8-1
    寺坂 遼央  

16 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央 8-5
    
  順位19-20    相馬 仁寿  
      岩井 惺
     岩井 惺 WO
   
  

12歳以下男子シングルス - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  MD Pos 5-8  岸田 昊生 [8]  
     中井 智風 [7]
   中井 智風 [7] 8-2  
         藤原 陸
     藤原 陸  8-5
       藤原 陸  
     講元 大祈 8-2
   
  順位7-8   岸田 昊生 [8]  
      岸田 昊生 [8]
      講元 大祈 9-8(5)
    

1 たけなみテニスアカデミー 岡山 伊藤 広翔  
    勝部 遥斗

2 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部 遥斗 8-4  
      木村 優生

3 ＪＴＣ 島根 吉村 拓海  8-4
    木村 優生  

4 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村 優生 8-3  
       塚本 真崇 [5]

5 柳生園ＴＣ 岡山 青木 佑仁 [6]  8-4
    青木 佑仁 [6]  

6 ＪＦＴＣ 岡山 柏木 捷太郎 8-3  
      塚本 真崇 [5]

7 ラスタットＴＣ 岡山 塚本 真崇 [5]  8-4
    塚本 真崇 [5]  

8 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 江口 樹 8-2
    
  順位11-12   勝部 遥斗  
      青木 佑仁 [6]
    青木 佑仁 [6] 9-7
    
  MD Pos 13-16  伊藤 広翔  
     伊藤 広翔
   吉村 拓海 8-4  
       江口 樹
   柏木 捷太郎  8-1
     江口 樹  
   江口 樹 8-6
   
  順位15-16   吉村 拓海  
     柏木 捷太郎
   柏木 捷太郎 8-6
   
  



12歳以下男子シングルス - 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 拓真  
     土海 悠太
   土海 悠太 8-5  
       土海 悠太
    石田 槇  8-3
      寺坂 遼央  
    寺坂 遼央 8-6
   
  順位23-24  岸田 拓真  
     岸田 拓真
     石田 槇 8-4
    

1 ミズノＴＳ 山口 田中 蓮斗  
    田中 蓮斗

2 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田中 啓介 8-4  
      松岡 洸希

3 ツルガハマＴＣ 山口 村田 真惺  8-0
    松岡 洸希  

4 やすいそ庭球部 広島 松岡 洸希 8-0  
       大嶋 巧翔

5 境港ジュニア 鳥取 中田 優太  8-4
    大嶋 巧翔  

6 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔 8-0  
      大嶋 巧翔

7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 白石 一樹  9-7
    白石 一樹  

8 アルファＴＣ 山口 大方 康平 8-1
    
  順位27-28   田中 蓮斗  
      白石 一樹
    白石 一樹 8-1
    
  CD Pos 29-32  田中 啓介  
     田中 啓介
   村田 真惺 8-6  
       大方 康平
   中田 優太  8-4
     大方 康平  
   大方 康平 8-2
   
  順位31-32   村田 真惺  
    
    中田 優太  
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所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 チェリーＴＣ 岡山 河野 望奈 [1]  
    河野 望奈 [1]

2 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田 早希 8-2  
      河野 望奈 [1]

3 南部町スポ少 鳥取 西田 渚紗  8-0
    原田 萌衣  

4 ラスタットＴＣ 岡山 原田 萌衣 8-2  
       河野 望奈 [1]

5 山口サングリーンＴＣ 山口 田島 梨帆  8-4
    田島 梨帆  

6 アポロＴＣ 鳥取 春山 のぞみ 8-3  
      中島 莉良 [6]

7 グリーンベアーズ 島根 門脇 沙紀  8-2
    中島 莉良 [6]  

8 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島 莉良 [6] 8-0  
        河野 望奈 [1]

9 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [4]  6-1　6-3
    上野 梨咲 [4]  

10 レノファ山口 山口 渡辺 真優 8-1  
      上野 梨咲 [4]

11 ノアジュニアテニスアカデミー倉敷 岡山 神内 彩華  8-5
    加藤 那菜  

12 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜 8-3  
       上野 梨咲 [4]

13 Ｉ出雲 島根 須田 優奈  8-3
    須田 優奈  

14 遊ポートＴＣ 鳥取 内田 祥生 8-1  
      原田 悠衣 [7]

15 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉  8-0
    原田 悠衣 [7]  

16 ラスタットＴＣ 岡山 原田 悠衣 [7] 8-2  
         河野 望奈 [1] 

17 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚 [8]  6-3　6-4
    遠藤 愛渚 [8]  

18 石川ＴＳ 岡山 佃 咲奈芭 8-2  
      遠藤 愛渚 [8]

19 アルファＴＣ 山口 大河原 絆愛  8-0
    亀山 華子  

20 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山 華子 8-3  

       網田 永遠希 [3]
21 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵  8-1

    井上 呼春  
22 浜村スポ少 鳥取 井上 呼春 8-2  

      網田 永遠希 [3]
23 やすいそ庭球部 広島 平林 愛琉  8-0

    網田 永遠希 [3]  
24 ラスタットＴＣ 岡山 網田 永遠希 [3] 8-0  

        井上 季子 [2]
25 石川ＴＳ 岡山 戸坂 文音 [5]  6-3　6-2

    戸坂 文音 [5]  
26 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子 8-0  

     清瀧 海香
27 山口テニスアカデミー 山口 河野 今日子  8-6

    清瀧 海香  
28 ノア・インドアステージ広島西 広島 清瀧 海香 8-6  

       井上 季子 [2]
29 ツルガハマＴＣ 山口 弘 咲花  8-2

    細木 澪  
30 さくらＳＳＣ 島根 細木 澪 8-3  

      井上 季子 [2]
31 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 玲奈  8-1

    井上 季子 [2]  
32 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 [2] 8-4

    
補欠 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子 順位3-4     上野 梨咲 [4]  
補欠

2
ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真

      網田 永遠希 [3] 
補欠

3
石川ＴＳ 岡山 毛利　恵茉

    網田 永遠希
[3] 6-0　5-7　7-5

   
  



12歳以下女子シングルス - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田 早希  
    平田 早希

2 南部町スポ少 鳥取 西田 渚紗 8-0  
      平田 早希

3 アポロＴＣ 鳥取 春山 のぞみ  8-1
    春山 のぞみ  

4 グリーンベアーズ 島根 門脇 沙紀 8-0  
       平田 早希

5 レノファ山口 山口 渡辺 真優  8-3
   渡辺 真優  

6 ノアジュニアテニスアカデミー倉敷 岡山 神内 彩華 8-1  
     渡辺 真優

7 遊ポートＴＣ 鳥取 内田 祥生  8-2
    竹友 夢莉  

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉 8-1  
       五藤 玲奈

9 石川ＴＳ 岡山 佃 咲奈芭  8-3
    大河原 絆愛  

10 アルファＴＣ 山口 大河原 絆愛 8-4  
      大河原 絆愛

11 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵  8--2
    平林 愛琉  

12 やすいそ庭球部 広島 平林 愛琉 8-3  
       五藤 玲奈

13 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 友子  8-3
    櫻井 友子  

14 山口テニスアカデミー 山口 河野 今日子 8-2  
      五藤 玲奈

15 ツルガハマＴＣ 山口 弘 咲花  8-2
    五藤 玲奈  

16 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 玲奈 8-2
    
  順位19-20   渡辺 真優  
      渡辺 真優
     大河原 絆愛 8-6
   
  

12歳以下女子シングルス - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  MD Pos 5-8    中島 莉良 [6]  
       中島 莉良 [6]
     原田 悠衣 [7] 8-4  
         遠藤 愛渚 [8]
     遠藤 愛渚 [8]  8-6
       遠藤 愛渚 [8]  
    清瀧 海香 8-2
   
  順位7-8     原田 悠衣 [7]  
      原田 悠衣 [7]
     清瀧 海香 8-5
    

1 ラスタットＴＣ 岡山 原田 萌衣  
    原田 萌衣

2 山口サングリーンＴＣ 山口 田島 梨帆 9-7  
      加藤 那菜

3 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜  8-4
    加藤 那菜  

4 Ｉ出雲 島根 須田 優奈 8-1  
       戸坂 文音 [5]

5 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山 華子  8-3
    亀山 華子  

6 浜村スポ少 鳥取 井上 呼春 8-0  
      戸坂 文音 [5]

7 石川ＴＳ 岡山 戸坂 文音 [5]  8-1
    戸坂 文音 [5]  

8 さくらＳＳＣ 島根 細木 澪 8-2
    
  順位11-12   原田 萌衣  
      原田 萌衣
    亀山 華子 8-4
    
  MD Pos 13-16  田島 梨帆  
     田島 梨帆
   須田 優奈 8-1  
       細木 澪
   井上 呼春  8-5
     細木 澪  
   細木 澪 8-0
   
  順位15-16   須田 優奈  
      須田 優奈
    井上 呼春 8-4
   



  

12歳以下女子シングルス - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   
  CD Pos 21-24  春山 のぞみ  
     竹友 夢莉
   竹友 夢莉 8-4  
        櫻井 友子
    平林 愛琉  8-3
      櫻井 友子  
    櫻井 友子 8-5
   
  順位23-24   春山 のぞみ  
       平林 愛琉
     平林 愛琉 8-3
    

1 南部町スポ少 鳥取 西田 渚紗  
    西田 渚紗

2 グリーンベアーズ 島根 門脇 沙紀 8-2  
      神内 彩華

3 ノアジュニアテニスアカデミー倉敷 岡山 神内 彩華  8-6
    神内 彩華  

4 遊ポートＴＣ 鳥取 内田 祥生 8-3  
       河野 今日子

5 石川ＴＳ 岡山 佃 咲奈芭  8-3
    佃 咲奈芭  

6 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵 8-2  
      河野 今日子

7 山口テニスアカデミー 山口 河野 今日子  8-2
    河野 今日子  

8 ツルガハマＴＣ 山口 弘 咲花 8-2
    
  順位27-28   西田 渚紗  
     佃 咲奈芭
   佃 咲奈芭 8-1
    
  CD Pos 29-32  門脇 沙紀  
     内田 祥生
   内田 祥生 8-2  
      弘 咲花
   宮本 恵  8-2
     弘 咲花  
   弘 咲花 8-2
   
  順位31-32   門脇 沙紀  
      宮本 恵
    宮本 恵 8-2
   
  



1位 やすいそ庭球部 広島 中本 悠水 [3] 1位 Ｔ -Ｓ ｔ ｅ ｐ  広島 久保 杏夏 [1] 1位 たけなみテニスアカ デミ ー 岡山 小野 クリストファー滉生 [2] 1位 チェ リ ーＴ Ｃ  岡山 河野 望奈 [1]

2位 チェ リ ーＴ Ｃ  岡山 藤高 聡真 [4] 2位 Ｕ Ｐ . Ｓ ｅ ｔ  広島 髙 絢果 [2] 2位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 藤本 理功 [3] 2位 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 [2]

3位 吉賀町テニス連盟 島根 岩本 晋之介 [1] 3位 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [3] 3位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 渡邊 脩真 [1] 3位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 網田 永遠希 [3]

4位 開星中学校 島根 角 陽太 [2] 4位 柳生園Ｔ Ｃ  岡山 片山 皓 [7] 4位 たけなみテニスアカ デミ ー 岡山 高橋 廉汰朗 [4] 4位 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [4]

5位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 吉原 幹人 [7] 5位 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲 [4] 5位 やすいそ庭球部 広島 藤原 陸 5位 ノ ア・ イ ン ド アステージ広島西 広島 遠藤 愛渚 [8]

6位 チェ リ ーＴ Ｃ  岡山 中原 陽 [5] 6位 Ｔ Ｃ 　 Ａ Ｒ Ｔ  岡山 原田 遥 [8] 6位 Ｙ Ｙ  ｋ ｉ ｄ ｓ  松江 島根 中井 智風 [7] 6位 Ｔ Ｃ 　 Ａ Ｒ Ｔ  岡山 中島 莉良 [6]

7位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 角南 凌 7位 ト ゥ ネＴ Ｃ  山口 藤永 萌花 [5] 7位 山口テニスアカ デミ ー 山口 岸田 昊生 [8] 7位 ラ スタ ッ ト Ｔ Ｃ  岡山 原田 悠衣 [7]

8位 グリ ーンベアーズ 島根 松浦 諄成 8位 山陽女子中学校 岡山 河野 彩奈 [6] 8位 ハチヤＴ Ｓ  岡山 講元 大祈 8位 ノ ア・ イ ン ド アステージ広島西 広島 清瀧 海香 
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