
2019全国小学生大会中国予選

男子シングルス

所属団体 St. Round 1 Round 2 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 やすいそ庭球部 広島 山﨑 光 8-2  

    高橋 廉汰朗 [1]
3 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 栞太  8-4

   渡邉 栞太  
4 アルファＴＣ 山口 大方 康平 8-5  

    高橋 廉汰朗 [1]
5 石川ＴＳ 岡山 塩飽 永二  8-6

   塩飽 永二  
6 山口テニスアカデミー 山口 長谷川 和真 8-5  

    柏木 捷太郎 [5]
7 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔  8-5

   柏木 捷太郎 [5]  
8 ＪＦＴＣ 岡山 柏木 捷太郎 [5] 8-4  

    西山 大和 [6]
9 たけなみＴＡ 岡山 伊藤 広翔 [4]  8-3

   伊藤 広翔 [4]  
10 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央 8-2  

    伊藤 広翔 [4]
11 石川ＴＳ 岡山 伊瀬 史晃  8-6

   伊瀬 史晃  
12 ツルガハマＴＣ 山口 弘 風音 8-0  

    西山 大和 [6]
13 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中川 琉成  8-1

   中川 琉成  
14 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平 8-0  

    西山 大和 [6]
15 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 咲玖  8-4

   西山 大和 [6]  
16 ラスタットＴＣ 岡山 西山 大和 [6] 8-1  

    岩井 惺 [2]
17 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔 [8]  8-6

   大嶋 巧翔 [8]  
18 グリーンベアーズ 島根 小桜 空芽 8-1  

    大下 遥希

19 風の国ＴＣＪｒ 島根 古田 真拓  8-6
   大下 遥希  

20 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 遥希 8-2  
    中島 璃人 [3]

21 グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也  8-2
   小野田 陽太  

22 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田 陽太 9-7  
    中島 璃人 [3]

23 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野 碧致  8-1
   中島 璃人 [3]  

24 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中島 璃人 [3] 8-3  
    岩井 惺 [2]

25 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 [7]  8-1
   土海 悠太 [7]  

26 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉 武光 8-2  
    土海 悠太 [7]

27 遊ポートＴＣ 鳥取 安田 彰汰  8-3
   浜田 響己  

28 ラスタットＴＣ 岡山 浜田 響己 8-3  
    岩井 惺 [2]

29 グリーンベアーズ 島根 幡原 創  8-5
   山﨑 大麓  

30 アポロＴＣ 鳥取 山﨑 大麓 8-4  
    岩井 惺 [2]

31 サニーＴＳ 鳥取 岸田 拓真  8-1
   岩井 惺 [2]  

32 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺 [2] 8-0
    
  ３位決定 高橋 廉汰朗 [1]  
   高橋 廉汰朗 [1]
  中島 璃人 [3] 8-5
   



  

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 やすいそ庭球部 広島 山﨑 光  

   山﨑 光
2 アルファＴＣ 山口 大方 康平 8-4  

    太田 翔
3 山口テニスアカデミー 山口 長谷川 和真  9-8(5)

   太田 翔  
4 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔 8-1  

    渡辺 咲玖

5 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央  8-3
   弘 風音  

6 ツルガハマＴＣ 山口 弘 風音 w.o.  
    渡辺 咲玖

7 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平  8-3
   渡辺 咲玖  

8 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 咲玖 8-2  
    岸田 拓真

9 グリーンベアーズ 島根 小桜 空芽  8-3
   古田 真拓  

10 風の国ＴＣＪｒ 島根 古田 真拓 8-3  
    古田 真拓

11 グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也  8-5
   宇野 碧致  

12 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野 碧致 8-6  
    岸田 拓真

13 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉 武光  9-7
   安田 彰汰  

14 遊ポートＴＣ 鳥取 安田 彰汰 8-6  
    岸田 拓真

15 グリーンベアーズ 島根 幡原 創  8-2
   岸田 拓真  

16 サニーＴＳ 鳥取 岸田 拓真 8-2
    
  １９位決定 太田 翔  
   古田 真拓

  古田 真拓 8-3
   

男子シングルス・順位戦（５～１６位決定）
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ５～８位決定 柏木 捷太郎  
   柏木 捷太郎

  伊藤 広翔 8-3  
    柏木 捷太郎

  大下 遥希  9-8(6)
   土海 悠太  
  土海 悠太 8-1
   
  ７位決定 伊藤 広翔  
   伊藤 広翔

  大下 遥希 8-2
９～１６位決定

    
1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 栞太  

   塩飽 永二

2 石川ＴＳ 岡山 塩飽 永二 9-8(8)  
    伊瀬 史晃

3 石川ＴＳ 岡山 伊瀬 史晃  8-4
   伊瀬 史晃  

4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 中川 琉成 8-1  
    大嶋 巧翔

5 福山テニス王国 広島 大嶋 巧翔  8-5
   大嶋 巧翔  

6 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田 陽太 8-2  
    大嶋 巧翔

7 ラスタットＴＣ 岡山 浜田 響己  8-1
   山﨑 大麓  

8 アポロＴＣ 鳥取 山﨑 大麓 9-8(8)
    



  １１位決定 塩飽 永二  
   山﨑 大麓

  山﨑 大麓 8-6
    
  １３～１６位決定 渡邉 栞太  
   中川 琉成

  中川 琉成 8-3  
    中川 琉成

  小野田 陽太  8-2
   小野田 陽太  
  浜田 響己 8-2
   
  １５位決定 渡邉 栞太  
   渡邉 栞太

  浜田 響己 8-2
   
  

男子シングルス・コンソレドロー（２１～３２位決定）
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 山﨑 光  
   弘 風音

  弘 風音 8-3  
    弘 風音

  宇野 碧致  8-4
   宇野 碧致  
  安田 彰汰 8-5
   
  ２３位決定 山﨑 光  
   山﨑 光
  安田 彰汰 8-1

２５～３２位決定

    
1 アルファＴＣ 山口 大方 康平  

   大方 康平

2 山口テニスアカデミー 山口 長谷川 和真 9-8(3)  
    大方 康平

3 サニーＴＳ 鳥取 寺坂 遼央  8-6
   安立 紳平  

4 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平 w.o.  
    大方 康平

5 グリーンベアーズ 島根 小桜 空芽  8-6
   渡部 朔也  

6 グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也 8-5  
    渡部 朔也

7 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉 武光  8-4
   幡原 創  

8 グリーンベアーズ 島根 幡原 創 8-5
    
  ２７位決定 安立 紳平  
   幡原 創
  幡原 創 8-3
    
  ２９～３２位決定 長谷川 和真  
   長谷川 和真

  寺坂 遼央 w.o.  
    長谷川 和真

  小桜 空芽  8-1
   坪倉 武光  
  坪倉 武光 8-5
   
  ３１位決定 寺坂 遼央  
   小桜 空芽

  小桜 空芽 w.o.
   
  



2019全国小学生大会中国予選

女子シングルス

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

   
1 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 玲奈 [1]  

   五藤 玲奈 [1]
2 アルファＴＣ 山口 重永 莉子 8-0  

    五藤 玲奈 [1]
3 アサヒＴＣ 岡山 廣澤 真伊  8-3

   廣澤 真伊  
4 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤 彩海 8-0  

    五藤 玲奈 [1]
5 グリーンベアーズ 島根 佐藤 音羽  8-0

   長岡 愛  
6 レノファ山口 山口 長岡 愛 8-5  

    石川 星来 [7]
7 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり  8-3

   石川 星来 [7]  
8 石川ＴＳ 岡山 石川 星来 [7] 8-2  

    五藤 玲奈 [1]
9 アルファＴＣ 山口 大河原 絆愛 [4]  8-2

   大河原 絆愛 [4]  
10 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 8-1  

    大河原 絆愛 [4]
11 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵  8-2

   田口 桜  
12 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口 桜 8-3  

    大河原 絆愛 [4]
13 アルファＴＣ 山口 小林 奈月  8-2

   村上 七菜  
14 柳生園ＴＣ 岡山 村上 七菜 8-0  

    清田 あいこ [5]
15 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 風音  8-2

   清田 あいこ [5]  
16 やすいそ庭球部 広島 清田 あいこ [5] 8-6  

    五藤 玲奈 [1]
17 サニーＴＳ 鳥取 春山 のぞみ [6]  8-4

   春山 のぞみ [6]  
18 庭球館 広島 大塚 あや 8-4  

    春山 のぞみ [6]
19 浜村スポ少 鳥取 井上 日彩  8-3

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

    原田 萌衣 [3]
21 周南ジュニアＴＳ 山口 谷本 葵  8-2

   谷本 葵  
22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部 姫菜 8-1  

    原田 萌衣 [3]
23 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 葵依  8-3

   原田 萌衣 [3]  
24 ラスタットＴＣ 岡山 原田 萌衣 [3] 8-1  

    平田 早希 [2]
25 ラスタットＴＣ 岡山 志久 舞優 [8]  8-3

   志久 舞優 [8]  
26 グリーンベアーズ 島根 門脇 有咲 8-2  

    志久 舞優 [8]
27 境港ジュニア 鳥取 土海 環  9-8(7)

   藤山 羽優  
28 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 8-0  

    平田 早希 [2]
29 たけなみＴＡ 岡山 山口 心暖  8-2

   山口 心暖  
30 ミズノＴＳ 山口 前田 ゆめ 8-0  

    平田 早希 [2]
31 遊ポートＴＣ 鳥取 内田 祥生  8-0

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

    
  ３位決定 大河原 絆愛 [4]  
   原田 萌衣 [3]
  原田 萌衣 [3] 8-6
   



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 アルファＴＣ 山口 重永 莉子

重永 莉子

2 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤 彩海 8-3
重永 莉子

3 グリーンベアーズ 島根 佐藤 音羽 9-7
池淵 ひかり

4 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり 8-4
樽床 風音

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 8-1
櫻井 利真

6 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵 8-1
樽床 風音

7 アルファＴＣ 山口 小林 奈月 8-5
樽床 風音

8 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 風音 8-0
大塚 あや

9 庭球館 広島 大塚 あや 8-5
大塚 あや

10 浜村スポ少 鳥取 井上 日彩 8-1
大塚 あや

11 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部 姫菜 8-3
渡辺 葵依

12 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 葵依 8-1
大塚 あや

13 グリーンベアーズ 島根 門脇 有咲 8-3
門脇 有咲

14 境港ジュニア 鳥取 土海 環 8-3
内田 祥生

15 ミズノＴＳ 山口 前田 ゆめ 8-3
内田 祥生

16 遊ポートＴＣ 鳥取 内田 祥生 8-4

１９位決定 重永 莉子

内田 祥生

内田 祥生 8-0

女子シングルス・順位戦（５～１６位決定）
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

５～８位決定 石川 星来

石川 星来

清田 あいこ 9-8(1)
春山 のぞみ

春山 のぞみ 8-6
春山 のぞみ

志久 舞優 8-2

７位決定 清田 あいこ

清田 あいこ

志久 舞優 8-1
９～１６位決定

1 アサヒＴＣ 岡山 廣澤 真伊

廣澤 真伊

2 レノファ山口 山口 長岡 愛 8-2
廣澤 真伊

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口 桜 8-4
田口 桜

4 柳生園ＴＣ 岡山 村上 七菜 8-0
廣澤 真伊

5 ズ＋Ｊ 広島 平田 里帆 9-7
平田 里帆

6 周南ジュニアＴＳ 山口 谷本 葵 8-1
平田 里帆

7 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 8-2
藤山 羽優

8 たけなみＴＡ 岡山 山口 心暖 8-5



  １１位決定 田口 桜  
   田口 桜
  藤山 羽優 8-6
    
  １３～１６位決定 長岡 愛  
   長岡 愛
  村上 七菜 8-2  
    山口 心暖

  谷本 葵  8-5
   山口 心暖  
  山口 心暖 8-3
   
  １５位決定 村上 七菜  
   谷本 葵
  谷本 葵 8-4
   
  

女子シングルス - コンソレドロー（２１～３２位決定）
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 池淵 ひかり  
   櫻井 利真

  櫻井 利真 8-2  
    櫻井 利真

  渡辺 葵依  8-1
   渡辺 葵依  
  門脇 有咲 8-4
   
  ２３位決定 池淵 ひかり  
   門脇 有咲

  門脇 有咲 8-6
    
２５～３２位決定

1 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤 彩海  
   佐藤 音羽

2 グリーンベアーズ 島根 佐藤 音羽 8-2  
    宮本 恵

3 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵  9-8(1)
   宮本 恵  

4 アルファＴＣ 山口 小林 奈月 8-5  
    前田 ゆめ

5 浜村スポ少 鳥取 井上 日彩  8-5
   竹部 姫菜  

6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部 姫菜 9-7  
    前田 ゆめ

7 境港ジュニア 鳥取 土海 環  8-1
   前田 ゆめ  

8 ミズノＴＳ 山口 前田 ゆめ 8-1
    
  ２７位決定 佐藤 音羽  
   佐藤 音羽

  竹部 姫菜 8-2
    
  ２９～３２位決定 佐藤 彩海  
   小林 奈月

  小林 奈月 8-2  
    小林 奈月

  井上 日彩  8-2
   井上 日彩  
  土海 環 8-6
   
  ３１位決定 佐藤 彩海  
   佐藤 彩海

  土海 環 8-1
   
  



男子シングルス順位表 女子シングルス順位表

) 岡山 )1 五藤　玲奈 ( ラスタットＴＣ ・

２０１９　全国小学生大会　中国予選大会

　順　位　表　（ランキング用なので、所属はクラブ）

1 岩井　惺 ( やすいそ庭球部 ・ 広島

2 西山　大和 ( ラスタットＴＣ ・ ( グリーンストーンヒルズ＋Ｊ ・

岡山 )3 原田　萌衣 ( ラスタットＴＣ ・・ 岡山 )

2 平田　早希岡山 )

岡山 )

広島 )

3 高橋　廉汰朗 ( たけなみＴＡ

4 中島　璃人 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・ ・

鳥取 )5 春山　のぞみ ( サニーＴＳ ・)

4 大河原　絆愛 ( アルファＴＣ 山口 )

5 柏木　捷太郎 ( ＪＦＴＣ ・ 岡山

6 土海　悠太 ( 境港ジュニア ・ ( 石川ＴＳ ・

広島 )7 清田　あいこ ( やすいそ庭球部 ・・ 岡山 )

6 石川　星来 鳥取 )

広島 )

岡山 )

7 伊藤　広翔 ( たけなみＴＡ

8 大下　遥希 ( Ｓｃｒａｔｃｈ ・ ・

岡山 )9 廣澤　真伊 ( アサヒＴＣ ・)

8 志久　舞優 ( ラスタットＴＣ 岡山 )

9 大嶋　巧翔 ( 福山テニス王国 ・ 広島

10 伊瀬　史晃 ( 石川ＴＳ ・ ( グリーンストーンヒルズ＋Ｊ ・

広島 )11 田口　桜 ( Ｓｃｒａｔｃｈ ・・ 鳥取 )

10 平田　里帆 岡山 )

岡山 )

広島 )

11 山﨑　大麓 ( アポロＴＣ

12 塩飽　永二 ( 石川ＴＳ ・ ・

岡山 )13 山口　心暖 ( たけなみＴＡ ・)

12 藤山　羽優 ( やすいそ庭球部 広島 )

13 中川　琉成 ( ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・ 岡山

14 小野田 陽太 ( ＴＣ　ＡＲＴ ・ ( レノファ山口 ・

山口 )15 谷本　葵 ( 周南ジュニアＴＳ ・・ 広島 )

14 長岡　愛 岡山 )

岡山 )

山口 )

15 渡邉　栞太 ( Ｔｅｎｓｉｏｎ

16 浜田　響己 ( ラスタットＴＣ ・ ・

広島 )17 大塚 あや ( 庭球館 ・)

16 村上 七菜 ( 柳生園ＴＣ 岡山 )

17 岸田　拓真 ( サニーＴＳ ・ 鳥取

18 渡辺　咲玖 ( ＮＢテニスガーデン ・ ( ラスタットＴＣ ・

鳥取 )19 内田　祥生 ( 遊ポートＴＣ ・・ 島根 )

18 樽床 風音 広島 )

鳥取 )

岡山 )

19 古田　真拓 ( グリーンベアーズ

20 太田　翔 ( 遊ポートＴＣ ・ ・

鳥取 )21 櫻井　利真 ( ＳＴＥＶＥ ・)

20 重永 莉子 ( アルファＴＣ 山口 )

21 弘　風音 ( ツルガハマＴＣ ・ 山口

22 宇野　碧致 ( 山口オーサンスＴＣ ・ ( ＮＢテニスガーデン ・

島根 )23 門脇　有咲 ( グリーンベアーズ ・・ 広島 )

22 渡辺　葵依 山口 )

鳥取 )

広島 )

23 山﨑　光 ( やすいそ庭球部

24 安田　彰汰 ( 遊ポートＴＣ ・ ・

山口 )25 前田 ゆめ ( ミズノＴＳ ・)

24 池淵　ひかり ( Ｉ出雲 島根 )

25 大方　康平 ( アルファＴＣ ・ 山口

26 渡部　朔也 ( グリーンベアーズ ・ ( グリーンベアーズ ・

島根 )27 佐藤　音羽 ( グリーンベアーズ ・・ 島根 )

26 宮本　恵島根 )

島根 )

島根 )

27 幡原　創 ( グリーンベアーズ

28 安立　紳平 ( UMEZU Jr TT ・ ・

山口 )29 小林　奈月 ( アルファＴＣ ・)

28 竹部 姫菜 ( ＳＴＥＶＥ 鳥取 )

29 長谷川 和真 ( 山口テニスアカデミー ・ 山口

( 浜村スポ少 ・30 坪倉 武光 ( ミズノＴＳ岩国 ・ 山口

・ 島根 )

30 井上　日彩)

鳥取 )

鳥取 )

31 小桜 空芽 ( グリーンベアーズ

32 寺坂　遼央 ( サニーＴＳ ・

島根 )31 佐藤　彩海 ( 加茂遊学ＳＣ ・

鳥取 )32 土海　環 ( 境港ジュニア ・
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