
１． 主　　　催 ； 島根県テニス協会

２． 協　　　賛 ； グローブライド株式会社

３． 主　　　管 ； 島根県テニス協会　ジュニア委員会

４． 日　　　時 ； ２０１８年 １１月 １０日（土） ；　１１歳以下　男・女　シングルス
１１日（日） ；　１３歳以下　男・女　シングルス

予備日 12月 ２３日（祝）

５． 会　　　場 ； 浜山公園テニスコート　　（オムニコート１６面）
　　出雲市大社町北荒木1868-10　　　（０８５３）５３－５８２２

６． 種　　　目 ； １１歳以下　男・女　シングルス　　（２００７年１月１日以降出生のもの）
１３歳以下　男・女　シングルス　　（２００５年１月１日以降出生のもの）

７． 参加資格 ； セルフジャッジが出来ること
中国地域在住（中国各県に登録）の選手に限る

８． 競技方法 ； トーナメント　　１セットマッチ（６－６タイブレーク）
　ドロー数が多いため初回戦敗者による練習試合は行いません。

　試合前の練習は、サービス６本

（天候等の事由により、変更する場合があります。）

９． 服　　　装 ； ２０１８ＪＴＡルールブック「服装規定」に準じます。

１０． 使 用 球 ； プリンス　（イエロー）

１１． お 願 い ； 　大会中の負傷、事故等について、応急処置は致しますが、それ以上の責任は
負いかねます。全て保護者の責任に於いてお申込みください。

１２． 連 絡 先 ； ０９０－６８３９－２１２５　　　レフェリー　芦山　
仮ドローの訂正、大会欠場等について、なるべく早めにご連絡ください。

１３． 諸 注 意
集合時間　　　（各選手は、１５分前までに本部で受付を済ませること）

7:40～ 受付開始

8:00 １１歳以下男子 （ドローNO.１～６４）

9:00 １１歳以下男子 （ドローNO.６５～１２８）

9:30 １１歳以下女子全員

7:40～ 受付開始

8:00 １３歳以下男子 （ドローNO.１～６４）

9:00 １３歳以下男子 （ドローNO.６５～１２８）

9:30 １３歳以下女子全員

練習コート　；当日朝の練習コート解放はありません。

＊ ご 確 認 ； 　仮ドローの名前、所属等、訂正がある場合は、１１月４日（日）までに上記連絡先
芦山宛て、ご連絡ください。
　ドローに変更があった場合、変更後のドローについては各県協会宛てにメールに
より変更を通知し、各選手には、当日配布致します。

※ドロー数が多いため初回戦敗者による練習試合は行いません。

２０１８
第８回　秋季しまね オープン ジュニア テニス トーナメント

開　催　要　項
＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

１１／１０（土）

１１／１１（日）



秋季しまねＯＰジュニアに関する諸注意・諸連絡 

① 各選手は、要項に明記された集合時間の 15 分前に受付を済ませて下さい。
 
② 雨天などにより試合の有無が不明の場合も定刻までに必ず受付を完了して
　下さい。  

③ 遅刻によるペナルティは、2018ＪＴＡルールを適用します。
 
④ ドローNO.の若い番号の待機選手は本部で早めにボールを受け取って下さい。
 
⑤ 選手は、本部前に掲示してあるＯＰに注意し、前の試合が終わったら直ちに
    コートに入って 試合を行って下さい。 
 
⑥ 試合前の練習はサービス 6 本です。練習前に必ずトスを行いましょう。
 
⑦ 試合はセルフジャッジです。
    カウントやコールは相手に聞こえるように大きな声で行って下 さい。

※「セルフジャッジ５原則」を厳守ください。 
 
⑧ 試合終了後、二人でＯＰのスコアシートを外し、ボールと結果を本部に
    報告して下さい。 
 
⑨ コート外からのアドバイスやジャッジに対する抗議は、一切禁止します。
　　（ロービングアンパ イアにアピールできるのは、選手のみです。） 
 
⑩ 服装は、ＪＴＡルールブック２０１８によります。
 
⑪ 怪我等の応急処置は本部で行いますがその後の責任は主催者側では負いません。
 
⑫ 使用球はプリンス（イエロー）です。
 
⑬ 本大会は、全てプレイヤーを平等に扱います。
 
⑭ 競技方法については、天候等やむを得ない場合は、変更される事があります。
 
⑮ 大会期間中、朝の練習コートはありません。
 
⑯ 筋けいれんによるメディカルタイムアウトはとれません。
 
⑰ ストリングサービスは行っていません。
 
⑱ 大会期間中のゴミは、各自でお持ち帰り下さい。
 
⑲ 荷物・貴重品は目の届くところへ置いて盗難等に注意しましょう。



2018秋季しまねオープンジュニアテニストーナメント

U11男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   
1 たけなみＴＡ 岡山 高橋　廉汰朗 [1]  

   高橋　廉汰朗 [1] 
2   Bye   

     
3 ノアアカデミー倉敷 岡山 松本　悠希   

     
4 グリーンベアーズ 島根 岡本　和真   

     
5 グリーンベアーズ 島根 小桜　央雅   

     
6 ノアアカデミー倉敷 岡山 舟木　祐宇   

     
7 グリーンベアーズ 島根 木村　真大   

     
8 庭球館 広島 信原　世昂 [27]   

     
9 境港ジュニア 鳥取 中田　優太 [22]   

   中田　優太 [22]  
10   Bye   

     
11 風の国ジュニアＴＣ 島根 吉田　　涼   

     
12 ＳＴＥＶＥ 鳥取 谷口　翔哉   

     
13 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 広瀬　慶明   

     
14 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也   

     
15   Bye   

   西山　大和 [13]  
16 柳生園ＴＣ 岡山 西山　大和 [13]   

     
17 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 内田　歩志 [10]   

   内田　歩志 [10]  
18   Bye   

     
19 ラスタットＴＣ 岡山 石津　　健   

     
20 ＪＴＣ 島根 吉村　淳希   

     
21 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺　慶大   

     
22 グリーンベアーズ 島根 田中　悠太   

     
23   Bye   

   住田　涼成 [19]  
24 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [19]   

     
25 石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃 [29]   

     
26 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森原　千一郎   

     
27 ＴＡＮＡＫＡ　Ｊｒ 島根 太田　倫太朗   

     
28 サニーＴＳ 鳥取 後藤　大地   

     
29 ＧＩＯＣＯ 島根 藤原　隼人   

     
30 遊ポートＴＣ 鳥取 松本　　晄   

     
31   Bye   

   岸田　拓真 [8]  
32 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真 [8]   



     
33 たけなみＴＡ 岡山 伊藤　広翔 [3]   

   伊藤　広翔 [3]  
34   Bye   

     
35 グリーンベアーズ 島根 小桜　空芽   

     
36 ＪＦＴＣ 岡山 廣友　春咲   

     
37 庭球館 広島 徳永　恢良   

     
38 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 渡邊　大恒   

     
39 遊ポートＴＣ 鳥取 米本　叶芽   

     
40 風の国ジュニアＴＣ 島根 古田　真拓 [32]   

     
41 ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　優弥 [17]   

   檜垣　優弥 [17]  
42   Bye   

     
43 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰   

     
44 風の国ジュニアＴＣ 島根 佐藤　宏祐   

     
45 柳生園ＴＣ 岡山 水原　大介   

     
46 ＴＡＮＡＫＡ　Ｊｒ 島根 渡部　　修   

     
47   Bye   

   大下　遥希 [14]  
48 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 [14]   

     
49 柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰 [11]   

   藤野　圭汰 [11]  
50   Bye   

     
51 たけなみＴＡ 岡山 中原　　寛   

     
52 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 牧野　開大   

     
53 ノアアカデミー倉敷 岡山 舟木　遥央   

     
54 隠岐島前テニスクラブ 島根 田中　嶺桜   

     
55   Bye   

   幡原　　創 [21]  
56 グリーンベアーズ 島根 幡原　　創 [21]   

     
57 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 溝手　倫太朗 [30]   

     
58 Ｉ出雲 島根 川田　悠世   

     
59 ＴＡＮＡＫＡ　Ｊｒ 島根 斉木　生玖   

     
60 たけなみＴＡ 岡山 モーガン　瑠来   

     
61 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太   

     
62 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹   

     
63   Bye   

   柏木　捷太郎 [7]  
64 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎 [7]   



     
65 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　璃人 [5]   

   中島　璃人 [5]  
66   Bye   

     
67 やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄   

     
68 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 井ノ迫　諒太   

     
69 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　紳平   

     
70 サニーＴＳ 鳥取 初沢　駿佑   

     
71 さくらＳＳＣ 島根 原　　俊輔   

     
72 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　響己 [28]   

     
73 ＮＢテニスガーデン 広島 藤山　一千翔 [18]   

   藤山　一千翔 [18]  
74   Bye   

     
75 グリーンベアーズ 島根 上山　奨天   

     
76 ＮＢテニスガーデン 広島 藤原　和希   

     
77 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田　陽太   

     
78 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 金山　祐大   

     
79   Bye   

   寺坂　遼央 [12]  
80 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央 [12]   

     
81 ラスタットＴＣ 岡山 片山　咲風 [16]   

   片山　咲風 [16]  
82   Bye   

     
83 Ｉ出雲 島根 鈴木　佑門   

     
84 ノアアカデミー倉敷 岡山 橘　　太陽   

     
85 たけなみＴＡ 岡山 髙森　孔之祐   

     
86 グリーンベアーズ 島根 角田　　樹   

     
87 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 岡﨑　智彦   

     
88 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中川　琉成 [24]   

     
89 石川ＴＳ 岡山 塩飽　永二 [31]   

     
90 さくらＳＳＣ 島根 冨田　條志   

     
91 たけなみＴＡ 岡山 山口　輝心   

     
92 Ｉ出雲 島根 寺端　俊哉   

     
93 やすいそ庭球部 広島 山田　悠世   

     
94 ＴＡＮＡＫＡ　Ｊｒ 島根 山根　諒大   

     
95   Bye   

   大嶋　巧翔 [4]  
96 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔 [4]   



     
97 境港ジュニア 鳥取 土海　悠太 [6]   

   土海　悠太 [6]  
98   Bye   

     
99 風の国ジュニアＴＣ 島根 森　　達希   

     
100 遊ポートＴＣ 鳥取 松本　佑陽   

     
101 ノアアカデミー倉敷 岡山 和気　義章   

     
102 グリーンベアーズ 島根 小玉　将太朗   

     
103 ラスタットＴＣ 岡山 角南　叶多   

     
104 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 [25]   

     
105 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔 [20]   

   太田　　翔 [20]  
106   Bye   

     
107 グリーンベアーズ 島根 高橋　瑛人   

     
108 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原　和紀   

     
109 ＴＯＯＡテニススクールＪｒ 島根 久保田　瑛心   

     
110 ラスタットＴＣ 岡山 宮田　　凌   

     
111   Bye   

   宮本　浩弥 [9]  
112 柳生園ＴＣ 岡山 宮本　浩弥 [9]   

     
113 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖 [15]   

   渡辺　咲玖 [15]  
114   Bye   

     
115 柳生園ＴＣ 岡山 中川　輝里   

     
116 グリーンベアーズ 島根 角　　眞之介   

     
117 さくらＳＳＣ 島根 木下　　幸   

     
118 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎   

     
119   Bye   

   藤川　純大 [23]  
120 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大 [23]   

     
121 やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光 [26]   

     
122 Ｉ出雲 島根 金沢　光輝   

     
123 アポロＴＣ 鳥取 山﨑　大麓   

     
124 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 藤井　奏太   

     
125 ＪＦＴＣ 岡山 遠藤　翔   

     
126 グリーンベアーズ 島根 岩田　銀治   

     
127   Bye   

   岩井　　惺 [2]  
128 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺 [2]  

   
  



2018秋季しまねオープンジュニアテニストーナメント

U11女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 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   Bye   

     
3 隠岐島前テニスクラブ 島根 坂　　春乃   

     
4 ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野　天寧   

     
5   Bye   

   中田　美優  
6 サニーＴＳ 鳥取 中田　美優   

     
7   Bye   

   金沢　光姫  
8 Ｉ出雲 島根 金沢　光姫   

     
9 グリーンベアーズ 島根 門脇　有咲   

   門脇　有咲  
10   Bye   

     
11 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂   

   丸山　華穂  
12   Bye   

     
13   Bye   

   井坂　綾乃  
14 ＧＩＯＣＯ 島根 井坂　綾乃   

     
15   Bye   

   中村　若那 [16]  
16 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 中村　若那 [16]   

     
17 レノファ山口 山口 渡辺　真優 [9]   

   渡辺　真優 [9]  
18   Bye   

     
19 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本　優心   

   山本　優心  
20   Bye   

     
21   Bye   

   福田　七彩  
22 ＧＩＯＣＯ 島根 福田　七彩   

     
23   Bye   

   池田　花珠  
24 たけなみＴＡ 岡山 池田　花珠   

     
25 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 式部　愛美   

   式部　愛美  
26   Bye   

     
27 境港ジュニア 鳥取 舩澤　奈菜   

   舩澤　奈菜  
28   Bye   

     
29   Bye   

   山本　千尋  
30 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 山本　千尋   

     
31   Bye   

   春山　のぞみ [8]  
32 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ [8]   



     
33 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　玲奈 [3]   

   五藤　玲奈 [3]  
34   Bye   

     
35 庭球館 広島 大塚　あや   

     
36 さくらＳＳＣ 島根 近江　晴菜   

     
37   Bye   

   山科　柚七  
38 ＮＢテニスガーデン 広島 山科　柚七   

     
39   Bye   

   安立　いつき  
40 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　いつき   

     
41 さくらＳＳＣ 島根 宇山　葵心   

   宇山　葵心  
42   Bye   

     
43 ラスタットＴＣ 岡山 蓬萊　小春   

   蓬萊　小春  
44   Bye   

     
45   Bye   

   花岡　杏羽  
46 ラスタットＴＣ 岡山 花岡　杏羽   

     
47   Bye   

   宮本　　恵 [13]  
48 グリーンベアーズ 島根 宮本　　恵 [13]   

     
49 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ [10]   

   清田　あいこ [10]  
50   Bye   

     
51 たけなみＴＡ 岡山 大西　真由   

   大西　真由  
52   Bye   

     
53   Bye   

   中原　由璃子  
54 たけなみＴＡ 岡山 中原　由璃子   

     
55   Bye   

   神門　朱音  
56 Ⅰ出雲 島根 神門　朱音   

     
57 浜村スポ少 鳥取 井上　日彩   

   井上　日彩  
58   Bye   

     
59 グリーンベアーズ 島根 舟木　志織   

   舟木　志織  
60   Bye   

     
61   Bye   

   佐藤　音羽  
62 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽   

     
63   Bye   

   原田　萌衣 [5]  
64 ラスタットＴＣ 岡山 原田　萌衣 [5]   



     
65 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山　華子 [6]   

   亀山　華子 [6]  
66   Bye   

     
67 グリーンベアーズ 島根 鈴木　優羽   

   鈴木　優羽  
68   Bye   

     
69   Bye   

   大根　花菜  
70 境港ジュニア 鳥取 大根　花菜   

     
71   Bye   

   西山　日向  
72 柳生園ＴＣ 岡山 西山　日向   

     
73 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田代　亜依莉   

   田代　亜依莉  
74   Bye   

     
75 石川ＴＳ 岡山 石川　星来   

   石川　星来  
76   Bye   

     
77   Bye   

   松尾　莉奈  
78 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 松尾　莉奈   

     
79   Bye   

   志久　舞優 [11]  
80 ラスタットＴＣ 岡山 志久　舞優 [11]   

     
81 柳生園ＴＣ 岡山 村上　七菜 [15]   

   村上　七菜 [15]  
82   Bye   

     
83 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣   

   眞鍋　結衣  
84   Bye   

     
85   Bye   

   藤本　芽衣奈  
86 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈   

     
87   Bye   

   永井　支麻  
88 福山テニス王国 広島 永井　支麻   

     
89 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海   

   佐藤　彩海  
90   Bye   

     
91 アキラIＴＣ 広島 河野　光咲   

   河野　光咲  
92   Bye   

     
93   Bye   

   池淵　可依  
94 ＧＩＯＣＯ 島根 池淵　可依   

     
95   Bye   

   平田　早希 [4]  
96 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希 [4]   



     
97 アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛 [7]   

   大河原　絆愛 [7]  
98   Bye   

     
99 Ｉ出雲 島根 神門　明音   

   神門　明音  
100   Bye   

     
101   Bye   

   五藤　里保  
102 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保   

     
103   Bye   

   田口　　桜  
104 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口　　桜   

     
105 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆   

   平田　里帆  
106   Bye   

     
107 たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖   

   山口　心暖  
108   Bye   

     
109   Bye   

   樽床　風音  
110 ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音   

     
111   Bye   

   櫻井　利真 [12]  
112 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 [12]   

     
113 遊ポートＴＣ 鳥取 内田　祥生 [14]   

   内田　祥生 [14]  
114   Bye   

     
115 スフィーダＴＣ 岡山 高本　美来   

   高本　美来  
116   Bye   

     
117   Bye   

   藤山　羽優  
118 ＮＢテニスガーデン 広島 藤山　羽優   

     
119   Bye   

   池淵　ひかり  
120 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり   

     
121 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌   

   中原　　萌  
122   Bye   

     
123 やすいそ庭球部 広島 東浜　理花   

   東浜　理花  
124   Bye   

     
125 ＮＢテニスガーデン 広島 福岡　姫奈   

     
126 ＪＦＴＣ 岡山 江原　咲楽   

     
127   Bye   

   井上　季子 [2]  
128 やすいそ庭球部 広島 井上　季子 [2]  
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1 チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太 [1]  

   片山　隆太 [1] 
2   Bye   

     
3 Ｉ出雲 島根 奥野　亮太   

     
4 ＮＢテニスガーデン 広島 金子　尚生   

     
5 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　依英   

     
6 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤　　和   

     
7 ＪＦＴＣ 岡山 江原　直太   

     
8 福山テニス王国 広島 江草　春樹 [27]   

     
9 福山テニス王国 広島 工藤　　翼 [23]   

   工藤　　翼 [23]  
10   Bye   

     
11 広瀬ＴＣ 島根 渡辺　陽向太   

     
12 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 橋口　空弥   

     
13 ＪＦＴＣ 岡山 三浦　琉鳳   

     
14 グリーンベアーズ 島根 松本　　翼   

     
15   Bye   

   青木　佑仁 [14]  
16 柳生園ＴＣ 岡山 青木　佑仁 [14]   

     
17 やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸 [11]   

   藤原　　陸 [11]  
18   Bye   

     
19 ＮＢテニスガーデン 広島 鳥越　宥杜   

     
20 サニーＴＳ 鳥取 森本　啓太   

     
21 グリーンベアーズ 島根 黒見　修輔   

     
22 チェリーＴＣ 岡山 浅野　壮祐   

     
23   Bye   

   池淵　有人 [21]  
24 グリーンベアーズ 島根 池淵　有人 [21]   

     
25 たけなみＴＡ 岡山 大西　晃平 [29]   

     
26 リョーコーＴＣ 広島 勝部　　湊   

     
27 ＴＡＮＡＫＡ　Ｊｒ 島根 斉木　　幸   

     
28 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 宮本　青昊   

     
29 たけなみＴＡ 岡山 檜垣　涼介   

     
30 加茂遊学ＳＣ 島根 上原　拓馬   

     
31   Bye   

   間野　由大 [6]  
32 チェリーＴＣ 岡山 間野　由大 [6]   



     
33 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [4]   

   渡邊　脩真 [4]  
34   Bye   

     
35 たけなみＴＡ 岡山 白須　　昂   

     
36 グリーンベアーズ 島根 大國　成登   

     
37 サニーＴＳ 鳥取 新　　拓望   

     
38 福山テニス王国 広島 成廣　遼太郎   

     
39 広瀬ＴＣ 島根 石田　慎太郎   

     
40 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本　　輝 [32]   

     
41 遊ポートＴＣ 鳥取 三木　大地 [20]   

   三木　大地 [20]  
42   Bye   

     
43 さくらＳＳＣ 島根 近江　亮太   

     
44 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 広瀬　智章   

     
45 ＪＦＴＣ 岡山 廣友　奏太   

     
46 サニーＴＳ 鳥取 白石　千空   

     
47   Bye   

   講元　大祈 [13]  
48 ハチヤＴＳ 岡山 講元　大祈 [13]   

     
49 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風 [12]   

   中井　智風 [12]  
50   Bye   

     
51 広瀬ＴＣ 島根 山本　響也   

     
52 ＮＢテニスガーデン 広島 松浦　優樹   

     
53 グリーンベアーズ 島根 清井　晃成   

     
54 柳生園ＴＣ 岡山 古川　煌純   

     
55   Bye   

   長尾　治紀 [24]  
56 ラスタットＴＣ 岡山 長尾　治紀 [24]   

     
57 グリーンベアーズ 島根 勝部　篤輝 [25]   

   勝部　篤輝 [25]  
58   Bye   

     
59 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 富田　悟生   

     
60 ラスタットＴＣ 岡山 宮原　　健   

     
61 チェリーＴＣ 岡山 平松　和弥   

     
62 ＪＴＣ 島根 吉村　拓海   

     
63   Bye   

   中島　聖七 [7]  
64 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島　聖七 [7]   



     
65 みなみ坂ＴＳ 広島 窪田　晃大 [5]   

   窪田　晃大 [5]  
66   Bye   

     
67 サニーＴＳ 鳥取 赤井　駿斗   

     
68 加茂遊学ＳＣ 島根 若槻　有叶   

     
69 広瀬ＴＣ 島根 明石　陽翔   

     
70 ノア・インドアステージ広島西 広島 廣本　陽優   

     
71 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 川口　颯太   

     
72 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　大翔 [31]   

     
73 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　脩嗣 [22]   

   永倉　脩嗣 [22]  
74   Bye   

     
75 境港ジュニア 鳥取 水津　巧稀   

     
76 グリーンベアーズ 島根 黒川　泰治   

     
77 やすいそ庭球部 広島 松岡　洸希   

     
78 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田中　啓介   

     
79   Bye   

   佐々木　唯人 [9]  
80 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木　唯人 [9]   

     
81 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生 [16]   

   木村　優生 [16]  
82   Bye   

     
83 グリーンベアーズ 島根 勝谷　拓史   

     
84 境港ジュニア 鳥取 大根　虎太郎   

     
85 ＮＢテニスガーデン 広島 小林　　碧   

     
86 Ｉ出雲 島根 倉塚　　陸   

     
87   Bye   

   勝部　遥斗 [18]  
88 ＧＩＯＣＯ 島根 勝部　遥斗 [18]   

     
89 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　理壱 [28]   

     
90 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 田代　　経   

     
91 柳生園ＴＣ 岡山 遠藤　　翔   

     
92 ＮＢテニスガーデン 広島 小林　　翠   

     
93 グリーンベアーズ 島根 梶谷　奏太   

     
94 西条ロイヤルＴＣ 広島 為重　孝成   

     
95   Bye   

   藤本　理功 [3]  
96 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 [3]   



     
97 ラスタットＴＣ 岡山 塚本　真崇 [8]   

   塚本　真崇 [8]  
98   Bye   

     
99 サニーＴＳ 鳥取 小森　隼也   

     
100 柳生園ＴＣ 岡山 屋葺　勇大   

     
101 加茂遊学ＳＣ 島根 永井　大貴   

     
102 ＮＢテニスガーデン 広島 坂宮　大樹   

     
103 ラスタットＴＣ 岡山 石津　雄大   

     
104 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真 [30]   

     
105 やすいそ庭球部 広島 酒井　　和 [19]   

   酒井　　和 [19]  
106   Bye   

     
107 たけなみＴＡ 岡山 服部　彪華   

     
108 広瀬ＴＣ 島根 岩田　壮威   

     
109 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 松尾　京志郎   

     
110 福山テニス王国 広島 近藤　修造   

     
111   Bye   

   山本　慎之介 [10]  
112 ＡｚｕｂｉＴＣ 岡山 山本　慎之介 [10]   

     
113 石川ＴＳ 岡山 麻野　　樹 [15]   

   麻野　　樹 [15]  
114   Bye   

     
115 チェリーＴＣ 岡山 難波　慶次   

     
116 広瀬ＴＣ 島根 山根　凰華   

     
117 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 野波　佳聖   

     
118 たけなみＴＡ 岡山 乙倉　喜一郎   

     
119   Bye   

   池淵　兼生 [17]  
120 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生 [17]   

     
121 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 広瀬　貴章 [26]   

     
122 たけなみＴＡ 岡山 丸山　大地   

     
123 ラスタットＴＣ 岡山 花岡　希光   

     
124 広瀬ＴＣ 島根 椿　　　樂   

     
125 柳生園ＴＣ 岡山 小坂　唯斗   

     
126 さくらＳＳＣ 島根 安部　佑貴   

     
127   Bye   

   小野　クリストファー滉生 [2]  
128 たけなみＴＡ 岡山 小野　クリストファー滉生 [2]  
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サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛  [17]
1 トゥネＴＣ 山口 藤永　萌花 [1]  

   三浦　乃愛  [17]
2   Bye   

     
3 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 毛利　悠香   

     
4 レノファ山口 山口 渡辺　心優   

     
5   Bye   

   中島　望来  
6 チェリーＴＣ 岡山 中島　望来   

     
7   Bye   

   上山　夕貴  
8 開星中学校 島根 上山　夕貴   

     
9 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 北國　芽吹   

   北國　芽吹  
10   Bye   

     
11 たけなみＴＡ 岡山 西田　陽香   

   西田　陽香  
12   Bye   

     
13   Bye   

   大槻　早菜  
14 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻　早菜   

     
15   Bye   

   櫻井　友子 [14]  
16 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子 [14]   

     
17 ラスタットＴＣ 岡山 原田　悠衣 [10]   

   原田　悠衣 [10]  
18   Bye   

     
19 隠岐島前テニスクラブ 島根 白野　心愛   

   白野　心愛  
20   Bye   

     
21   Bye   

   米本　朋加  
22 石川ＴＳ 岡山 米本　朋加   

     
23   Bye   

   村田　結愛  
24 ＮＢテニスガーデン 広島 村田　結愛   

     
25 石川ＴＳ 岡山 森　　朝希   

   森　　朝希  
26   Bye   

     
27 広瀬ＴＣ 島根 野津　さちこ   

   野津　さちこ  
28   Bye   

     
29   Bye   

   田中　　花  
30 やすいそ庭球部 広島 田中　　花   

     
31   Bye   

   戸坂　文音 [8]  
32 山陽女子中学校 岡山 戸坂　文音 [8]   



     
33 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本　麻璃花 [3]   

   藤本　麻璃花 [3]  
34   Bye   

     
35 やすいそ庭球部 広島 清瀧　海香   

     
36 たけなみＴＡ 岡山 奥野　　雅   

     
37   Bye   

   松林　咲希  
38 グリーンベアーズ 島根 松林　咲希   

     
39   Bye   

  Bye  Bye  
40 サニーＴＳ 鳥取 三浦　乃愛   

     
41 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 山口　明里   

   山口　明里  
42   Bye   

     
43 Ⅰ出雲 島根 須山　莉々香   

   須山　莉々香  
44   Bye   

     
45   Bye   

   荒木　柚那  
46 遊ポートＴＣ 鳥取 荒木　柚那   

     
47   Bye   

   加藤　那菜 [13]  
48 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　那菜 [13]   

     
49 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子 [11]   

   福永　恭子 [11]  
50   Bye   

     
51 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 濱本　　弥   

   濱本　　弥  
52   Bye   

     
53   Bye   

   岡田　実菜生  
54 たけなみＴＡ 岡山 岡田　実菜生   

     
55   Bye   

   原　　花楓  
56 さくらＳＳＣ 島根 原　　花楓   

     
57 遊ポートＴＣ 鳥取 石黒　和奏   

   石黒　和奏  
58   Bye   

     
59 ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　真歩   

   檜垣　真歩  
60   Bye   

     
61   Bye   

   中村　円迦  
62 柳生園ＴＣ 岡山 中村　円迦   

     
63   Bye   

   中岡　咲心 [6]  
64 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [6]   



     
65 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 吉原　　舞 [7]   

   吉原　　舞 [7]  
66   Bye   

     
67 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　愛菜   

   平田　愛菜  
68   Bye   

     
69   Bye   

   竹友　夢莉  
70 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉   

     
71   Bye   

   岩本　理沙  
72 Ｏａｓｉｓ 島根 岩本　理沙   

     
73 グリーンベアーズ 島根 丹波　陽菜   

   丹波　陽菜  
74   Bye   

     
75 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 柏原　里奈   

   柏原　里奈  
76   Bye   

     
77   Bye   

   井上　呼春  
78 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　呼春   

     
79   Bye   

   伊藤　愛珠 [12]  
80 山口オーサンスＴＣ 山口 伊藤　愛珠 [12]   

     
81 山陽女子中学校 岡山 黒瀧　桜花 [16]   

   黒瀧　桜花 [16]  
82   Bye   

     
83 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 扇子　実南   

   扇子　実南  
84   Bye   

     
85   Bye   

   折本　はな  
86 やすいそ庭球部 広島 折本　はな   

     
87   Bye   

   須藤　虹歩  
88 広瀬ＴＣ 島根 須藤　虹歩   

     
89 アキラIＴＣ 広島 平川　瑠菜   

   平川　瑠菜  
90   Bye   

     
91 たけなみＴＡ 岡山 岩本　梨央   

   岩本　梨央  
92   Bye   

     
93   Bye   

   今岡　紗希  
94 ＧＩＯＣＯ 島根 今岡　紗希   

     
95   Bye   

   網田　永遠希 [4]  
96 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希 [4]   



     
97 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良 [5]   

   中島　莉良 [5]  
98   Bye   

     
99 Ｉ出雲 島根 須田　優奈   

   須田　優奈  
100   Bye   

     
101   Bye   

   神内　彩華  
102 ノアアカデミー倉敷 岡山 神内　彩華   

     
103   Bye   

   東　　瑚子  
104 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 東　　瑚子   

     
105 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　芽依   

   眞鍋　芽依  
106   Bye   

     
107 ＭＩＹＡＫＥＪｒ高屋ＴＣ 岡山 野口　真里   

   野口　真里  
108   Bye   

     
109   Bye   

   陶山　結生  
110 グリーンベアーズ 島根 陶山　結生   

     
111   Bye   

   遠藤　愛渚 [9]  
112 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚 [9]   

     
113 さくらＳＳＣ 島根 細木　　澪 [15]   

   細木　　澪 [15]  
114   Bye   

     
115 チェリーＴＣ 岡山 浅野　里帆   

   浅野　里帆  
116   Bye   

     
117   Bye   

   藤本　怜矢  
118 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本　怜矢   

     
119   Bye   

   橋本　侑奈  
120 チェリーＴＣ 岡山 橋本　侑奈   

     
121 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 上杉　日奈詩   

   上杉　日奈詩  
122   Bye   

     
123 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　　陽   

   井上　　陽  
124   Bye   

     
125 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内　澪穂   

     
126 Ｉ出雲 島根 影山　里桜   

     
127   Bye   

   井上　佳苗 [2]  
128 やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [2]  

   
  



■バス
■車

■電車



電鉄出雲市駅⇒川跡駅（乗り換えアリ）⇒浜山公園北口（約20分）⇒徒歩（約10分）
松江しんじ湖温泉駅⇒川跡駅（乗り換えアリ）⇒浜山公園北口（約50分）⇒徒歩（約10分）
ＪＲ出雲市駅よりバス（出雲大社行き）　…　大社高校・浜山公園前下車（約20分）　⇒　徒歩（約10分）
出雲ＩＣより出雲大社方面へ約6キロ（約１5分）
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