
予選女子３Ｒ～予選決勝まで 本戦　男女とも　３Ｒまで

予選男子３Ｒ～予選決勝まで 順位決定戦　男女とも行います。

1 受付について

2 練習コート
　コロナ感染対策のため練習コートはありません

3 競技方法：トーナメント　セルフジャッジ　試合前の練習はサービス４本とします。
（１） 予選

全て　１セットマッチ（６－６後タイブレーク）
＊雨天など進行の都合で変更することもあります。

（２） 本戦

本戦出場者は各ラウンド敗者によるコンソレーションマッチを行う：８ゲームプロセット

4 使用球 ダンロップフォート

5 参加料 本戦 5,000 円（予選勝者については差額3,000円を受付時に現金でお支払い下さい）
予選 2,000 円
大会当日受付時に参加料を現金でお支払い下さい。

6 ＪＴＡルールを準用する。

7 Ｎ／Ｓの連絡先 やむを得ず欠場する場合は、なるべく早く下記宛て連絡して下さい。

中国テニス協会 office@chugoku-ta.jp ０７０－３９６２－３０２１

8 本戦ラッキールーザー（ＬＬ）
予選決勝敗退者に与えます。本戦初日２９日(火)本部でサインインしてください。
女子は８：４０まで男子は９：２０までに受付

9 本戦のドローについて
２８日(月)の予選終了後、本部にて本戦のドロー会議を行います。
２９日(火)の朝、ドローは公表します。

10 新型コロナ感染対策

　 新型コロナ感染対策ガイドラインの遵守をお願いします。

１～３Ｒは８ゲームプロセット、ＳＦ，Ｆ，３決は３タイブレークセット　　　

本戦女子１Ｒ

女子コンソレ

本戦男子２Ｒ 男子コンソレ

別紙参照９：００～

FOLLOWED BY　 本戦女子２Ｒ

FOLLOWED BY FOLLOWED BY　

２０２２　Ｕ１８中国ジュニアスプリング大会
オーダーオブプレイ

９：００～

本戦男子１Ｒ９：３０～

２９日本部発表

３月２８日（月） ３月２９日（火） ３月３０日（水）
９：００～

FOLLOWED BY

連絡事項

予選男子２Ｒ

受付時間 受付時間 受付時間

8:20～8:40

9:00～9:20

3月28日(月) 3月29日(火) 3月30日(水)

本戦女子１Ｒ

本戦男子１Ｒ

予選女子１Ｒ

予選男子１Ｒ
別紙参照

３０日本部発表



スプリング大会2022 予選 OOP コロナ感染防止対策の１つとして受付時の密を避けるため、対戦ごとに受付時間を変更します。

３月２８日(月） 左の欄の受付時間に受付を完了させてください。記入したチェックシートを必ず持参してください。（引率者も含む）　　補欠選手の受付時間は９：００～９：２０です。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00

1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1

受付時間                 

8:20 川上　日菜子 柴山　那奈 折本　はな 大谷　姫月 大森　唯愛 髙木　　和 佐藤　優奈 南　　梨々 丹波　陽菜 藤井　更紗 中村　亜優乃 檜垣　真歩 北國　芽吹 宇本　まなみ 佐々木　彩純美 山口　実里

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

8:40 河野　光咲 陶山　結生 赤井　優月 目﨑　加子 神田　弥優 塩津　美希 西林　優菜 井上　華琳 小笹　悠夏 河口　菜々美 永井　支麻 長岡　　愛 岩本　理沙 須田　優奈 荒木　柚那 志久　舞優

                

                

Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA Time TBA

2 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 女子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1

受付時間                 

9:00 中澤　夢叶 青木　陽咲 宇根　小百々 正木　歩乃圭 藤井　綾乃 正本　愛莉 上山　夕貴 浜田　理壱 [1] 鈴木　佑門 正木　　光 [29] 小林　　翠 江草　春樹 角田　　樹 田村　真悟 金藤　宏樹 木村　優生 [2]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

9:20 原　　愛莉 竹堂　　杏 弘中　日菜 日高　春奈 弘　　咲花 西林　春菜 野口　真里 坪倉　武光 工藤　　翼 広瀬　智章 今井　啓翔 前田　拓人 藤川　典真 [24] 桃谷　凜功 伊瀬　史晃 [14] 有働賢之介

                

                
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA

3 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1

受付時間                 

9:40 原　　璃宙 青木　佑仁 [18] 佐藤　蓮太 山﨑　大麓 山本　響也 田中　蒼士 吹田　龍之介 木村　一翔 [3] 岡野　至流 渡辺　咲玖 [19] 宇野　碧致 上田　遼介 丹後　智晴 酒井　　元 神田　　蓮 島　笙太 [4]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

10:00 友貞　喜惠 広瀬　貴章 栗山　　陽 藤野　圭汰 寺田　涼太郎 [26] 金澤　蒼空 柏木　捷太郎 [9] 広瀬　慶明 有田　陽葵 香村　謙水 藤原　和古 廣本　陽優 中田　龍汰郎 [30] 一ノ瀬　友真 難波　慶次 [16] 上山　奨天
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Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
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TBA
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TBA
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TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time
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4 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1

受付時間                 

10:20 岸田　拓真 山﨑　　光 [23] 永戸　和樹 坂根　　祐 日高　寛瑛 山本　直生 西江　圭祐 岩井　　惺 [5] 勝部　　晴 大嶋　巧翔 [27] 寺元　智政 中川　輝里 為重　孝成 久佐　巧己 仁王　敬昌 宮本　浩弥 [6]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

10:40 田中　達也 新潟　侍恩 今田　開士 伊藤　留偉 石川　泰丞 [32] 四条　優樹 土海　悠太 [15] 廣友　奏太 橘　　太陽 阿部　海翔 藤川　純大 面高　瑠威 三木　大地 [21] 宗　　凌太朗 中島　璃人 [12] 鍬本　侑輝
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5 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1

受付時間                 

11:00 弓井　柊二 山﨑　　誠 [22] 西村　颯真 水津　碧翔 中島　淳一郎 田邉　絢大 吉村　拓海 高橋　廉汰朗 [7] 初沢　駿佑 渡部　朔也 [28] 山本　　輝 江口　航生 植松　帆次郎 江田　有輝 久保田　悠斗 中川　琉成 [8]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

11:20 丸山　大地 森原　千一郎 佐藤　陽人 松岡　真一朗 弘　　風音 [25] 三好　正輝 大下　遥希 [11] 坂宮　大樹 福光　研太 大島　一真 白須　　昂 岩本　風音 遠藤　　翔 [17] 佐藤　陽太 渡邉　栞太 [10] 福本　祥之
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
Court and Time

TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA
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TBA

6 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 男子シングルス  R1 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2

受付時間          柴山　那奈 折本　はな   大森　唯愛 髙木　　和  

11:40 大島　碧斗 錦織　陽太 [20] 中村　　新 木村　真大 三好　啓斗 大河原　悠暉 屋葺　勇大 井上　季子 [1] 渡辺　真優 [28] or 陶山　結生 or 赤井　優月 原田　悠衣 [2] 相馬　彩海 [25] or 神田　弥優 or 塩津　美希 岸本　聖奈 [3]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

12:00 新　　拓望 植田　悠介 小幡　一期 大塚　脩馬 中山　晴矢 [31] 熊谷　勇志 住田　涼成 [13] 川上　日菜子 山口　明里 亀山　華子 [21] 吉原　　舞 [13] 大谷　姫月 中務　ひより 平田　里帆 [17] 遠藤　愛渚 [12] 佐藤　優奈

       or 河野　光咲    or 目﨑　加子    or 西林　優菜

                
Court and Time
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TBA
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TBA
Court and Time

TBA
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TBA
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7 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2

受付時間  南　　梨々 丹波　陽菜    中村　亜優乃    宇本　まなみ   山口　実里 中澤　夢叶  

12:20 竹友　夢莉 [30] or 井上　華琳 or 小笹　悠夏 原田　萌衣 [4] 古野　ももか [19] 大槻　早菜 or 永井　支麻 渡辺　葵依 [5] 島袋　華怜 [23] 渡辺　和水 or 須田　優奈 中島　莉良 [6] 竹内　澪穂 [31] or 志久　舞優 or 原　　愛莉 石川　星来 [7]

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

12:40 廣澤　真伊 久富　祐佳 [22] 櫻井　友子 [11] 藤井　更紗 濱本　　弥 丸山　華穂 [27] 春山　のぞみ [16] 檜垣　真歩 北國　芽吹 眞鍋　結衣 [32] 中原　　萌 [15] 佐々木　彩純美 萩原　渚月 清瀧　海香 [20] 加藤　那菜 [9] 青木　陽咲

   or 河口　菜々美    or 長岡　　愛 or 岩本　理沙   or 荒木　柚那    or 竹堂　　杏

                
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA
Court and Time

TBA          

8 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2 女子シングルス  R2          

受付時間   正木　歩乃圭   正本　愛莉 上山　夕貴          

12:20 浜家　果子 [18] 前田　ゆめ or 日高　春奈 櫻井　利真 [8] 山口　心暖 [29] or 西林　春菜 or 野口　真里          

～ vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.          

12:40 宇根　小百々 中山　瑠七 [26] 福永　恭子 [10] 藤井　綾乃 村田　結愛 平川　瑠菜 [24] 河野　望奈 [14]          

or 弘中　日菜   or 弘　　咲花             

                



本戦出場者リスト（男子）
氏　名 所　属 県 ポイント カテゴリー

1中西　康輔 岡山理大附属高校 岡山 522.03 18
2角　　陽太 開星高校 島根 427.23 18
3窪田　晃大 広島国際学院高等学校 広島 342.57 18
4吉田　壮太 関西高校 岡山 191.53 18
5近藤　曜司 山口テニスアカデミー 山口 171.20 18
6角南　　凌 関西高校 岡山 134.93 18
7大西　晃平 岡山理大附属高校 岡山 133.73 18
8松浦　諄成 開星高校 島根 118.53 18
9郷坪　凌太郎 岡山理大附属高校 岡山 104.10 18
10片山　隆太 チェリーＴＣ 岡山 93.70 18
11田中　優次 広島国際学院高等学校 広島 92.93 18
12間野　由大 関西高校 岡山 86.57 18
13門脇　智大 米子東高校 鳥取 76.33 18
14小坂　唯斗 関西高校 岡山 67.00 18
15小松　優貴 ＳＴＥＶＥ 鳥取 65.63 18
16大田　恵士 広島国際学院高等学校 広島 58.63 18
17森山　蒼太 米子高校 鳥取 54.10 18
18長尾　治紀 ラスタットＴＣ 岡山 45.83 18
19酒井　　和 広島国際学院高等学校 広島 37.63 18
20弘　　空青 西京高校 山口 35.83 18
21遊川　大和 関西高校 岡山 385.17 16
22藤本　理功 ラスタットＴＣ 岡山 289.87 16
23西山　大和 ラスタットＴＣ 岡山 271.50 16
24藤原　　陸 やすいそ庭球部 広島 220.57 16

本戦出場者リスト（女子）
氏　名 所　属 県 ポイント カテゴリー

1中岡　咲心 やすいそ庭球部 広島 974.33 18
2長谷川　晴佳 野田学園高校 山口 788.67 18
3渡邊　多笑 岡山学芸館高校 岡山 399.57 18
4藤永　萌花 野田学園高校 山口 375.50 18
5髙　　絢果 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 298.20 18
6藤本　麻璃花 みなみ坂ＴＳ 広島 280.57 18
7田中　伶奈 山口テニスアカデミー 山口 265.27 18
8片山　　皓 山陽学園高校 岡山 216.10 18
9原田　　遥 岡山学芸館高校 岡山 199.17 18
10井上　佳苗 やすいそ庭球部 広島 160.60 18
11宮内　汐夏 野田学園高校 山口 127.83 18
12丸山　晶帆 柳生園ＴＣ 岡山 100.43 18
13小形　寧音 野田学園高校 山口 88.27 18
14大髙　智咲 山陽学園高校 岡山 84.17 18
15高橋　宝良 山口テニスアカデミー 山口 76.43 18
16黒瀧　桜花 山陽学園高校 岡山 75.17 18
17松本　　藍 岡山理大附属高校 岡山 70.80 18
18浦野　仁美 出雲高校 島根 68.70 18
19安養　侑歩 岡山学芸館高校 岡山 65.47 18
20池畠　陽咲 野田学園高校 山口 61.33 18
21五藤　玲奈 ラスタットＴＣ 岡山 550.13 16
22網田　永遠希 ラスタットＴＣ 岡山 439.77 16
23鈴木　香漣 野田学園高校 山口 335.97 16
24戸坂　文音 山陽学園高校 岡山 260.87 16



2022スプリング大会

男子シングルス-予選
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3

びんご運動公園

予選3/28，本戦3/29～3/30 
Finals 予選勝者

1 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　理壱 [1] 

2 ミズノＴＳ岩国 山口 坪倉　武光 

5 レノファ山口 山口 正木　　光 [29] 

6 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　智章 

3 グリーンベアーズ 島根 鈴木　佑門 

4 福山テニス王国 広島 工藤　　翼 

Q1 

10 山陽学園高校 岡山 前田　拓人 

7 ＮＢテニスガーデン 広島 小林　　翠 

8 岡山学芸館高校 岡山 今井　啓翔 

11 開星中学校 島根 角田　　樹 

12 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真 [24] 

9 福山テニス王国 広島 江草　春樹 

15 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹 

16 石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃 [14] 

13 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　真悟 

14 関西高校 岡山 桃谷　凜功 

19 岡山理大附属高校 岡山 原　　璃宙 

20 山口テニスアカデミー 山口 友貞　喜惠 

17 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生 [2] 

18 やすいそ庭球部 広島 有働賢之介 

23 福山テニス王国 広島 佐藤　蓮太 

24 岡山学芸館高校 岡山 栗山　　陽 

21 岡山理大附属中 岡山 青木　佑仁 [18] 

22 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　貴章 

25 アポロＴＣ 鳥取 山﨑　大麓 Q2 

26 柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰 

29 西京高校 山口 田中　蒼士 

30 広島国際学院高等学校 広島 金澤　蒼空 

27 安来高校 島根 山本　響也 

28 福山テニス王国 広島 寺田　涼太郎 [26] 

33 関西高校 岡山 木村　一翔 [3] 

34 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　慶明 

31 福山テニス王国 広島 吹田　龍之介 

32 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎 [9] 

37 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖 [19] 

38 関西高校 岡山 香村　謙水 

35 やすいそ庭球部 広島 岡野　至流 

36 開星高校 島根 有田　陽葵 

Q3 

42 ノア・インドアステージ広島西 広島 廣本　陽優 

39 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野　碧致 

40 岡山理大附属高校 岡山 藤原　和古 

43 倉吉東高校 鳥取 丹後　智晴 

44 グリーンベアーズ 島根 中田　龍汰郎 [30] 

41 西京高校 山口 上田　遼介 

47 西京高校 山口 神田　　蓮 

48 チェリーＴＣ 岡山 難波　慶次 [16] 

45 やすいそ庭球部 広島 酒井　　元 

46 岡山学芸館高校 岡山 一ノ瀬　友真 

51 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真 

52 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 田中　達也 

49 関西高校 岡山 島　笙太 [4] 

50 グリーンベアーズ 島根 上山　奨天 

55 西京高校 山口 永戸　和樹 

56 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 今田　開士 

53 やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光 [23] 

54 ハニ・ｋａｍｉ 岡山 新潟　侍恩 

57 やすいそ庭球部 広島 坂根　　祐 Q4 

58 岡山学芸館高校 岡山 伊藤　留偉 

61 いのうえＴＧ 山口 山本　直生 

62 山陽学園高校 岡山 四条　優樹 

59 やすいそ庭球部 広島 日高　寛瑛 

60 出雲北陵高校 島根 石川　泰丞 [32] 

63 岡山学芸館高校 岡山 西江　圭祐 

64 境港ジュニア 鳥取 土海　悠太 [15] 



所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者

補欠2 水原　大介 アサヒＴＣ 岡山

65 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺 [5] 

66 ＪＦＴＣ 岡山 廣友　奏太 

69 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔 [27] 

70 西京高校 山口 阿部　海翔 

67 出雲西高校 島根 勝部　　晴 

68 石川ＴＳ 岡山 橘　　太陽 

Q5 

74 宮島工業高校 広島 面高　瑠威 

71 岡山学芸館高校 岡山 寺元　智政 

72 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大 

75 やすいそ庭球部 広島 為重　孝成 

76 岡山理大附属高校 岡山 三木　大地 [21] 

73 柳生園ＴＣ 岡山 中川　輝里 

79 福山葦陽高校 広島 仁王　敬昌 

80 アサヒＴＣ 岡山 中島　璃人 [12] 

77 浜田高校 島根 久佐　巧己 

78 岡山理大附属高校 岡山 宗　　凌太朗 

83 やすいそ庭球部 広島 弓井　柊二 

84 岡山理大附属高校 岡山 丸山　大地 

81 関西高校 岡山 宮本　浩弥 [6] 

82 アポロＴＣ 鳥取 鍬本　侑輝 

87 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 西村　颯真 

88 たけなみＴＡ 岡山 佐藤　陽人 

85 ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑　　誠 [22] 

86 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原　千一郎 

89 米子東高校 鳥取 水津　碧翔 Q6 

90 みなみ坂ＴＳ 広島 松岡　真一朗 

93 岩国ジュニアＴＣ 山口 田邉　絢大 

94 関西高校 岡山 三好　正輝 

91 やすいそ庭球部 広島 中島　淳一郎 

92 アルファＴＣ 山口 弘　　風音 [25] 

97 たけなみＴＡ 岡山 高橋　廉汰朗 [7] 

98 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 坂宮　大樹 

95 ＪＴＣ 島根 吉村　拓海 

96 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 [11] 

101 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也 [28] 

102 宮島工業高校 広島 大島　一真 

99 サニーＴＳ 鳥取 初沢　駿佑 

100 山口テニスアカデミー 山口 福光　研太 

Q7 

106 山口テニスアカデミー 山口 岩本　風音 

103 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本　　輝 

104 柳生園ＴＣ 岡山 白須　　昂 

107 アポロＴＣ 鳥取 植松　帆次郎 

108 柳生園ＴＣ 岡山 遠藤　　翔 [17] 

105 岡山理科大学附属中学校 岡山 江口　航生 

111 レノファ山口 山口 久保田　悠斗 

112 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 [10] 

109 出雲西高校 島根 江田　有輝 

110 福山テニス王国 広島 佐藤　陽太 

115 やすいそ庭球部 広島 大島　碧斗 

116 米子北高校 鳥取 新　　拓望 

113 アサヒＴＣ 岡山 中川　琉成 [8] 

114 防府高校 山口 福本　祥之 

119 ミズノＴＳ岩国 山口 中村　　新 

120 柳生園ＴＣ 岡山 小幡　一期 

117 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太 [20] 

118 関西高校 岡山 植田　悠介 

121 グリーンベアーズ 島根 木村　真大 Q8 

122 アキラIＴＣ 広島 大塚　脩馬 

125 西京高校 山口 大河原　悠暉 

126 ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷　勇志 

123 ＮＢテニスガーデン 広島 三好　啓斗　 

124 岡山理大附属高校 岡山 中山　晴矢 [31] 

補欠1 松永　新平 いのうえＴＧ 山口

127 岡山学芸館高校 岡山 屋葺　勇大 

128 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [13] 



2022スプリング大会

女子シングルス-予選
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3

びんご運動公園

予選3/28，本戦3/29～3/30 
Finals 予選勝者

井上　季子 [1] 
2 Bye 

3 岡山学芸館高校 岡山 川上　日菜子 

4 アキラIＴＣ 広島 河野　光咲 

1 やすいそ庭球部 広島 井上　季子 [1] 

5 山口テニスアカデミー 山口 渡辺　真優 [28] 
渡辺　真優 [28] 

6 Bye 

Q1 

10 松江南高校 島根 陶山　結生 

7 Bye 
山口　明里 

8 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 山口　明里 

亀山　華子 [21] 
12 ラスタットＴＣ 岡山 亀山　華子 [21] 

9 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈 

13 やすいそ庭球部 広島 折本　はな 

14 サニーＴＳ 鳥取 赤井　優月 

11 Bye 

原田　悠衣 [2] 
18 Bye 

15 Bye 
吉原　　舞 [13] 

16 山陽学園高校 岡山 吉原　　舞 [13] 

19 福山葦陽高校 広島 大谷　姫月 

20 岡山学芸館高校 岡山 目﨑　加子 

17 山陽学園高校 岡山 原田　悠衣 [2] 

21 野田学園高校 山口 相馬　彩海 [25] 
相馬　彩海 [25] 

22 Bye 

Q2 

26 西京高校 山口 神田　弥優 

23 Bye 
中務　ひより 

24 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 中務　ひより 

平田　里帆 [17] 
28 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 平田　里帆 [17] 

25 ＮＢテニスガーデン 広島 大森　唯愛 

29 ＮＢテニスガーデン 広島 髙木　　和 

30 アサヒＴＣ 岡山 塩津　美希 

27 Bye 

岸本　聖奈 [3] 
34 Bye 

31 Bye 
遠藤　愛渚 [12] 

32 インドアTS広島 広島 遠藤　愛渚 [12] 

35 福山葦陽高校 広島 佐藤　優奈 

36 大和オレンジボールＴＣ 山口 西林　優菜 

33 岡山学芸館クラブ 岡山 岸本　聖奈 [3] 

37 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉 [30] 
竹友　夢莉 [30] 

38 Bye 

Q3 

42 山陽学園高校 岡山 井上　華琳 

39 Bye 
廣澤　真伊 

40 アサヒＴＣ 岡山 廣澤　真伊 

久富　祐佳 [22] 
44 ＮＢテニスガーデン 広島 久富　祐佳 [22] 

41 宮島工業高校 広島 南　　梨々 

45 松江南高校 島根 丹波　陽菜 

46 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹　悠夏 

43 Bye 

原田　萌衣 [4] 
50 Bye 

47 Bye 
櫻井　友子 [11] 

48 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子 [11] 

51 福山葦陽高校 広島 藤井　更紗 

52 ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美 

49 アサヒＴＣ 岡山 原田　萌衣 [4] 

53 野田学園高校 山口 古野　ももか [19] 
古野　ももか [19] 

54 Bye 

Q4 
大槻　早菜 

58 Bye 

55 Bye 
濱本　　弥 

56 安田女子高校 広島 濱本　　弥 

丸山　華穂 [27] 
60 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂 [27] 

57 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻　早菜 

61 長府高校 山口 中村　亜優乃 

62 福山テニス王国 広島 永井　支麻 

59 Bye 

63 Bye 
春山　のぞみ [16] 

64 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ [16] 



所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者

渡辺　葵依 [5] 66 Bye 

67 岡山学芸館高校 岡山 檜垣　真歩 

68 レノファ山口 山口 長岡　　愛 

65 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 [5] 

69 岡山学芸館クラブ 岡山 島袋　華怜 [23] 
島袋　華怜 [23] 

70 Bye 

Q5 
渡辺　和水 

74 Bye 

71 安田女子高校 広島 北國　芽吹 

72 浜っ子テニスクラブ 島根 岩本　理沙 

眞鍋　結衣 [32] 
76 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣 [32] 

73 トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水 

77 ミズノＴＳ岩国 山口 宇本　まなみ 

78 Ｉ出雲 島根 須田　優奈 

75 Bye 

中島　莉良 [6] 
82 Bye 

79 Bye 
中原　　萌 [15] 

80 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌 [15] 

83 やすいそ庭球部 広島 佐々木　彩純美 

84 鳥取湖陵高校 鳥取 荒木　柚那 

81 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良 [6] 

85 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内　澪穂 [31] 
竹内　澪穂 [31] 

86 Bye 

Q6 

90 アサヒＴＣ 岡山 志久　舞優 

87 Bye 
萩原　渚月 

88 野田学園高校 山口 萩原　渚月 

清瀧　海香 [20] 
92 やすいそ庭球部 広島 清瀧　海香 [20] 

89 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 山口　実里 

93 山陽学園中学校 岡山 中澤　夢叶 

94 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 原　　愛莉 

91 Bye 

石川　星来 [7] 
98 Bye 

95 Bye 
加藤　那菜 [9] 

96 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 加藤　那菜 [9] 

99 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 

100 ＭＵＧＥＮ 広島 竹堂　　杏 

97 石川ＴＳ 岡山 石川　星来 [7] 

101 倉吉東高校 鳥取 浜家　果子 [18] 
浜家　果子 [18] 

102 Bye 

Q7 
前田　ゆめ 

106 Bye 

103 福山テニス王国 広島 宇根　小百々 

104 西京高校 山口 弘中　日菜 

中山　瑠七 [26] 
108 安田女子高校 広島 中山　瑠七 [26] 

105 ミズノＴＳ 山口 前田　ゆめ 

109 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 正木　歩乃圭 

110 安田女子高校 広島 日高　春奈 

107 Bye 

櫻井　利真 [8] 
114 Bye 

111 Bye 
福永　恭子 [10] 

112 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子 [10] 

115 安田女子高校 広島 藤井　綾乃 

116 アルファＴＣ 山口 弘　　咲花 

113 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 [8] 

117 たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖 [29] 
山口　心暖 [29] 

118 Bye 

Q8 

122 大和オレンジボールＴＣ 山口 西林　春菜 

119 Bye 
村田　結愛 

120 広陵高校 広島 村田　結愛 

平川　瑠菜 [24] 
124 広陵高校 広島 平川　瑠菜 [24] 

121 ＮＢテニスガーデン 広島 正本　愛莉 

125 開星高校 島根 上山　夕貴 

126 岡山学芸館高校 岡山 野口　真里 

123 Bye 

127 Bye 
河野　望奈 [14] 

128 ラスタットＴＣ 岡山 河野　望奈 [14] 



　当協会において感染拡大を予防するガイドラインを作成いたしましたので、大会
参加者の皆様は下記の事項についてご協力をよろしくお願いいたします。尚、本ガイド
ラインは、今後の感染状況を踏まえて見直しを行う場合がありますのでご留意ください。

１．来場制限

　　参加当日に以下の症状のある方は入場をお断りさせていただきます。
　　●　発熱や風邪の症状のある方（受付時に大会参加者・スタッフ全員の検温を行います）
　　●　強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
　　●　咳、痰、胸部不快感のある方
　　●　嗅覚、味覚に異常を感じる方
　　●　新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
　　●　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　　●　過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている
　　　　国・地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合
　　●　その他新型コロナウイルス感染症の症状がある方

２．受講者へのお願い

　　●　マスクを持参し、着用する（練習中を除き常時着用）
　　●　こまめな手洗い、アルコール等による消毒の実施
　　●　人と人との距離を適切にとる（できるだけ2ｍを目安に最低１ｍ確保する）
　　●　大声での会話は控える
　　●　家族以外の送迎は禁止
　　●　ゴミは必ず持ち帰ること
　　●　更衣室内にある備品（ドライヤーなど）の使用禁止
　　●　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）症状チェックリストの提出

３．コート内マナーについて

　　●　コートに出入りするときは必ず備え付けのアルコールで消毒の実施
　　●　用具の貸し借りはしない

４．大会スタッフについて

　　●　本部にアルコール等による消毒を設置
　　●　マスクの着用
　　●　手が触れる場所のこまめな消毒
　　●　選手同士の距離の徹底

５．その他

　　●　感染防止のために主催者が決めたその他の措置について主催者の指示に従うこと
　　●　連絡先を特定できない人の入場禁止
　　●　大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、各県協会
　　　　に速やかに報告すること
　　●　熱中症対策の実施
　　●　開催前に感染者発生状況により大会を中止することがある
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新型コロナウィルス感染症　症状チェックシート

日付 ドロー№

氏名 年齢 歳

所属

〒

住所

電話

e-mail

当日の体温

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

選手　　・　　同行者　　・　　スタッフ

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

男　・　女

℃

参加前２週間における以下の事項の有無

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるか？

過去14日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされる
国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

平熱を超える発熱

咳やのどの痛みなど風邪の症状

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触


