
2020中・四国チャレンジマッチ びんご運動公園

男子シングルス 2020/11/21～11/23

所属団体 県名 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [1]  

    

2 丸亀TC 香川 俣野　雅仁   

     

3 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺   

     

4 愛媛トレセン 愛媛 濱永　佐介   

     

5 小西TS 香川 吉川　将吾   

     

6 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央   

     

7 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　理壱   

     

8 愛媛トレセン 愛媛 伊藤　拓 [6]   

     

9 高松北中学校 香川 楠　波琉音 [4]   

     

10 ハチヤＴＳ 岡山 講元　大祈   

     

11 リアンテニスチーム 愛媛 鈴木　瑛翔   

     

12 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生   

     

13 土佐中学校 高知 山田　倫太朗   

     

14 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風   

     

15 ＷＩＮＮＥＲ 愛媛 武田　壮   

     

16 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　大翔 [5]   

     

17 アリーナガーデン 徳島 林　竜矢 [8]   

     

18 JFTC 岡山 柏木　捷太郎   

     

19 ラスタットＴＣ 岡山 宮本　浩弥   

     

20 済美平成中等教育学校 愛媛 金浦　俊哉   

     

21 遊ポートＴＣ 鳥取 三木　大地   

     

22 山田テニスクラブ 徳島 松田　悠晏   

     

23 ＷＩＮＮＥＲ 愛媛 蓑田　優築   

     

24 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 [3]   

     

25 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生 [7]   

     

26 桜町中学校 香川 森　広樹   

     

27 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　璃人   

     

28 道後中学校 愛媛 石綿　凌空   

     

29 やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸   

    

30 山田テニスクラブ 徳島 友成　悠生   

     

31 ラスタットＴＣ 岡山 西山　大和   補欠１ 青木　佑仁 岡山理大附属中（岡山）

     補欠２ 土海　悠太 境港ジュニア（鳥取）

32 ＷＩＮＮＥＲ 愛媛 武方　駿哉 [2]  補欠３ 片山　咲風 ラスタットＴＣ（岡山）

   

  

  

    



2020中・四国チャレンジマッチ びんご運動公園

女子シングルス 2020/11/21～11/23

所属団体 県名 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [1]  

    

2 県立松山西中等教育学校 愛媛 内田　向日葵   

     

3 ラスタットＴＣ 岡山 亀山　華子   

     

4 吉賀町テニス連盟 島根 加藤　那菜   

     

5 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希   

     

6 山陽学園中学校 岡山 戸坂　文音   

     

7 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良   

     

8 小西TS 香川 中村　明空歩 [6]   

     

9 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希 [3]   

     

10 みなみ坂ＴＳ 広島 藤本　麻璃花   

     

11 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ   

     

12 HIROテニスカレッジ 徳島 田住 星雛奈   

     

13 ラスタットＴＣ 岡山 河野　望奈   

     

14 山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈   

     

15 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚   

     

16 屋島TC 香川 植田　彩夢 [8]   

     

17 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [7]   

     

18 ツルガハマＴＣ 山口 弘　　咲花   

     

19 山陽学園中学校 岡山 黒瀧　桜花   

     

20 小西TS 香川 松田　楓華   

     

21 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　玲奈   

     

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子   

     

23 やすいそ庭球部 広島 井上　季子   

     

24 HIROテニスカレッジ 徳島 西森　暖乃 [4]   

     

25 やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲 [5]   

     

26 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子   

     

27 石川ＴＳ 岡山 石川　星来   

     

28 リアンテニスチーム 愛媛 日詰　梓   

     

29 山田テニスクラブ 徳島 中海　歩夢   

    

30 アサヒＴＣ 岡山 原田　萌衣   

     

31 アサヒＴＣ 岡山 原田　悠衣   補欠１ 村田　結愛 ＮＢテニスガーデン（広島）

     補欠２ 廣澤　真伊 アサヒＴＣ（岡山）

32 丸亀TC 香川 堀家　那菜 [2]  補欠３ 志久　舞優 アサヒＴＣ（岡山）

    

    

    

    


