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1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 [1]  
   渡邉　栞太 [1] 

2 アサヒＴＣ 岡山 廣友　春咲 6-1 6-1   
    渡邉　栞太 [1] 

3 ラスタットＴＣ 岡山 吉武　蕾音  6-0 6-0  
   吉武　蕾音  

4 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原　千一郎 6-4 6-2   
    渡邉　栞太 [1] 

5 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉  6-3 6-3  
   小幡　一期  

6 柳生園ＴＣ 岡山 小幡　一期 3-6 6-2 6-1   
    角南　叶多 [5] 

7 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田　宗一郎  6-0 6-4  
   角南　叶多 [5]  

8 ラスタットＴＣ 岡山 角南　叶多 [5] 6-0 6-0   
    渡邉　栞太 [1] 

9 アサヒＴＣ 岡山 松本　悠希 [3]  6-1 6-7(7) 6-3  
   松本　悠希 [3]  

10 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　忠信 6-0 6-2   
    松本　悠希 [3] 

11 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 吉田　　涼  6-3 6-4  
   山中　佑記  

12 やすいそ庭球部 広島 山中　佑記 6-3 6-1   
    松本　悠希 [3] 

13 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　諒太  6-2 6-3  
   小川　洋右  

14 ラスタットＴＣ 岡山 小川　洋右 6-0 6-1   
    小川　洋右 

15 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹  6-3 6-2  
   安立　紳平 [7]  

16 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　紳平 [7] 6-3 6-7(5) 6-1   
    渡邉　栞太 [1] 

17 スフィーダＴＣ 岡山 和気　義章 [6]  6-2 6-3  
   和気　義章 [6]  

18 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽 6-4 7-6(2)   
    西村　颯真 

19 いのうえＴＧ 山口 中島　大悟  7-5 6-2  
   西村　颯真  

20 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 西村　颯真 6-2 6-1   
    渡辺　慶大 [4] 

21 境港ジュニア 鳥取 中井　蒼真  6-3 2-6 6-4  
   藤本　健太  

22 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本　健太 6-2 6-2   
    渡辺　慶大 [4] 

23 アポロＴＣ 鳥取 柳生　　奏  6-2 6-3  
   渡辺　慶大 [4]  

24 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺　慶大 [4] 6-2 6-1   
    錦織　陽太 [8] 

25 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太 [8]  6-4 7-5  
   錦織　陽太 [8]  

26 やすいそ庭球部 広島 川元　秀五 6-2 6-1   
    錦織　陽太 [8] 

27 やすいそ庭球部 広島 岡﨑　智彦  6-2 1-6 7-5  
   山崎　敬史  

28 いのうえＴＧ 山口 山崎　敬史 6-1 6-4   
    錦織　陽太 [8] 

29 グリーンベアーズ 島根 小櫻　空芽  0-6 7-6(2) 6-2  
   森本　大駿  

30 アサヒＴＣ 岡山 森本　大駿 5-7 6-4 6-1   
    溝手　倫太朗 [2] 

31 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬　慶明  6-2 6-1  
   溝手　倫太朗 [2]  

32 ラスタットＴＣ 岡山 溝手　倫太朗 [2] 6-0 6-0  
    
  順位 3-4 松本　悠希 [3]  
   松本　悠希 [3] 
  渡辺　慶大 [4] 6-3 6-4  

補欠① やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄  
補欠② アサヒＴＣ 岡山 大平　晴仁
補欠③ たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎
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  順位 5-8 角南　叶多 [5]  
   角南　叶多 [5] 
  小川　洋右 6-2 6-1   
    角南　叶多 [5] 
  西村　颯真  6-0 3-6 6-1  
   溝手　倫太朗 [2]  
  溝手　倫太朗 [2] 6-4 6-4  
    
  順位 7-8 小川　洋右  
   西村　颯真 
  西村　颯真 7-5 6-3  
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1 ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音 [1]  

   樽床　風音 [1]
2 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛 6-0 6-1  

    樽床　風音 [1]
3 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴  6-1 6-1

   日田　杷冴  
4 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 7-5 6-7(5) 6-3  

ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野　天寧  樽床　風音 [1]
5 サニーＴＳ 鳥取 森吉　彩瑛  6-3 6-7(3) 6-3

   佐藤　彩海  
6 加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海 6-1 6-2  

    蓬莱　小春

7 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　小春  6-0 6-2
   蓬莱　小春  

8 アルファＴＣ 山口 重永　莉子 [8] 6-2 6-2  
    渡辺　葵依 [3]

9 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 [3]  6-0 6-0
   渡辺　葵依 [3]  

10 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開　　菫 6-0 6-0  
    渡辺　葵依 [3]

11 ラスタットＴＣ 岡山 花岡　杏羽  6-1 6-1
   森川　沙楽  

12 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森川　沙楽 6-0 6-3  
    渡辺　葵依 [3]

13 サニーＴＳ 鳥取 赤井　優月  6-0 6-2
   押川　美月  

14 グリーンベアーズ 島根 押川　美月 6-1 6-1  
    藤山　羽優 [6]

15 トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水  6-0 6-1
   藤山　羽優 [6]  

16 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [6] 6-0 6-1  
    渡辺　葵依 [3]

17 ラスタットＴＣ 岡山 西山　日向 [7]  6-3 6-3
   西山　日向 [7]  

18 境港ジュニア 鳥取 土海　　環 6-3 6-0  
    西山　日向 [7]

19 グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日  7-5 6-3
ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保 五藤　里保  

20 境港ジュニア 鳥取 大根　花菜 6-2 6-1  
    西山　日向 [7]

21 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈  2-6 6-3 6-2
   柴山　那奈  

22 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜 6-0 7-5  
    中原　　萌 [4]

23 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉  6-1 6-1
   中原　　萌 [4]  

24 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌 [4] 6-0 6-0  
    藤本　芽衣奈 [5]

25 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈 [5]  6-3 4-6 7-5
   藤本　芽衣奈 [5]  

26 さくらＳＳＣ 島根 杉原　結菜 6-0 6-1  
    藤本　芽衣奈 [5]

27 ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美  6-0 6-0
   河口　菜々美  

28 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり 6-3 4-6 6-4  
    藤本　芽衣奈 [5]

29 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣  6-7(5) 6-2 6-1
   眞鍋　結衣  

30 アポロＴＣ 鳥取 川上　梨華 6-0 6-0  
    平田　里帆 [2]

31 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈  6-0 6-0
   平田　里帆 [2]  

32 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆 [2] 6-4 6-0
    
  順位 3-4 樽床　風音 [1]  
   樽床　風音 [1]
  西山　日向 [7] 6-1 6-3

補欠① ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保  
補欠② ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野　天寧
補欠③ ラスタットＴＣ 岡山 坪田　依茉
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  順位 5-8 蓬莱　小春  
   蓬莱　小春

  藤山　羽優 [6] 6-2 1-6 6-3  
    中原　　萌 [4]
  中原　　萌 [4]  6-4 6-2
   中原　　萌 [4]  
  平田　里帆 [2] 6-2 6-2
   
  順位 7-8 藤山　羽優 [6]  
   平田　里帆 [2]
  平田　里帆 [2] 7-5 6-0
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アサヒＴＣ 岡山 松本　悠希 [1] 
1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　栞太 松本　悠希 [1] 

やすいそ庭球部 広島 山中　佑記 渡邉　栞太 
2 やすいそ庭球部 広島 川元　秀五 6-3 6-1  松本　悠希 [1] 

ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽  渡邉　栞太 
3 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹 中島　大悟 6-2 6-1  

いのうえＴＧ 山口 中島　大悟 松永　新平  
4 いのうえＴＧ 山口 松永　新平 6-2 3-6 10-6  松本　悠希 [1] 

ラスタットＴＣ 岡山 吉武　蕾音 [3]  渡邉　栞太 
5 ラスタットＴＣ 岡山 溝手　倫太朗 吉武　蕾音 [3] 6-7(7) 6-2 10-7  

スポｎｅｔなんぶ 鳥取 井上　忠信 溝手　倫太朗  
6 アポロＴＣ 鳥取 柳生　　奏 6-0 6-4  吉武　蕾音 [3] 

グリーンベアーズ 島根 中田　空良  溝手　倫太朗 
7 グリーンベアーズ 島根 鈴木　寿弥 大平　晴仁 6-1 6-0  

アサヒＴＣ 岡山 大平　晴仁 廣友　春咲  
8 アサヒＴＣ 岡山 廣友　春咲 6-2 6-0  松本　悠希 [1] 

いのうえＴＧ 山口 山本　直生  渡邉　栞太 
9 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉 山本　直生 7-5 6-4  

スフィーダＴＣ 岡山 和気　義章 橋本　詠哉  
10 ラスタットＴＣ 岡山 小川　洋右 3-6 6-4 10-7  小櫻　空芽 [4] 

たけなみＴＡ 岡山 モーガン　瑠来  錦織　陽太 
11 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎 小櫻　空芽 [4] 6-4 4-6 11-7  

グリーンベアーズ 島根 小櫻　空芽 [4] 錦織　陽太  
12 グリーンベアーズ 島根 錦織　陽太 6-7(2) 6-3 10-5  安立　紳平 

みなみ坂ＴＳ 広島 岡本　幸大  西村　颯真 
13 みなみ坂ＴＳ 広島 沖　　利功斗 安立　紳平 7-5 6-4  

ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　紳平 西村　颯真  
14 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 西村　颯真 6-2 6-2  安立　紳平 

グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　諒太  西村　颯真 
15 グリーンベアーズ 島根 角　　眞之介 渡辺　慶大 [2] 7-5 6-7(5) 10-6  

ラスタットＴＣ 岡山 渡辺　慶大 [2] 角南　叶多  
16 ラスタットＴＣ 岡山 角南　叶多 6-1 6-3  

   吉武　蕾音 [3] 
  順位 3-4 溝手　倫太朗 吉武　蕾音 [3] 
  小櫻　空芽 [4] 溝手　倫太朗 
  錦織　陽太 6-3 6-2  
   
やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄

やすいそ庭球部 広島 山田　悠世
大和オレンジボールＴＣ 山口 石田　宗一郎
大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本　健太

補欠①

補欠②
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ラスタットＴＣ 岡山 樽床　風音 [1] 

1 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 樽床　風音 [1] 
トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水 渡辺　葵依 

2 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜 6-1 6-2  樽床　風音 [1] 
たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌  渡辺　葵依 

3 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴 中原　　萌 6-2 6-1  
ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈 日田　杷冴  

4 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣 6-3 6-2  樽床　風音 [1] 
加茂遊学ＳＣ 島根 佐藤　彩海 [4]  渡辺　葵依 

5 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり  6-0 6-1  
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈

アサヒＴＣ 岡山 三宅　穂花 佐藤　彩海 [4] 
境港ジュニア 鳥取 土海　　環 池淵　ひかり  

6 境港ジュニア 鳥取 大根　花菜 6-2 6-1  勝部　陽日 
グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日  押川　美月 

7 グリーンベアーズ 島根 押川　美月 勝部　陽日 6-3 2-6 10-6  
サニーＴＳ 鳥取 白石　風花 押川　美月  

8 サニーＴＳ 鳥取 赤井　優月 6-0 6-2  樽床　風音 [1] 
ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美  渡辺　葵依 

9 ツルガハマＴＣ 山口 片上　　碧 五藤　里保 6-2 4-6 10-5  
ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保 坪田　依茉  

10 ラスタットＴＣ 岡山 坪田　依茉 6-4 6-2  藤山　羽優 [3] 
ラスタットＴＣ 岡山 花岡　杏羽  西山　日向 

11 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱　小春 藤山　羽優 [3] 6-1 6-1  
やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [3] 西山　日向  

12 ラスタットＴＣ 岡山 西山　日向 6-0 7-5  平田　里帆 [2] 
みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉  藤本　芽衣奈 

13 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛 小田　朱莉 6-4 6-2  
アルファＴＣ 山口 重永　莉子 田中　　愛  

14 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 4-6 7-5 10-8  平田　里帆 [2] 
さくらＳＳＣ 島根 杉原　結菜  藤本　芽衣奈 

15 グリーンベアーズ 島根 瀨﨑   結音 平田　里帆 [2] 6-0 6-0  
グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　里帆 [2] 藤本　芽衣奈  

16 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　芽衣奈 6-1 6-0  
   勝部　陽日 
  順位 3-4 押川　美月 藤山　羽優 [3] 
  藤山　羽優 [3] 西山　日向 
  西山　日向 6-1 6-3  
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈

アサヒＴＣ 岡山 三宅　穂花
ノアアカデミー倉敷 岡山 植松　百々葉
ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開　　菫

補欠①

補欠②

⇒NO.６

⇒補欠①
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1 ラスタットＴＣ 岡山 西山　大和 [1]  

   西山　大和 [1] 
2 やすいそ庭球部 広島 弓井　柊二 6-3 6-3   

    西山　大和 [1] 
3 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也  6-1 6-1  

   渡部　朔也  
4 アルファＴＣ 山口 大方　康平 7-5 6-4   

    西山　大和 [1] 
5 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真  6-3 6-2  

   古田　真拓  
6 風の国ＴＣＪｒ 島根 古田　真拓 7-5 6-2   

    土海　悠太 [7] 
7 レノファ山口 山口 正木　　光  6-1 6-2  

   土海　悠太 [7]  
8 境港ジュニア 鳥取 土海　悠太 [7] 6-0 6-0   

    西山　大和 [1] 
9 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺 [4]  6-3 3-6 7-5  

   岩井　　惺 [4]  
10 柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰 6-1 6-0   

    岩井　　惺 [4] 
11 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希  6-1 6-0  

   大下　遥希  
12 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 今田　開士 4-6 6-3 6-1   

    中島　璃人 [5] 
13 ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　優弥  6-4 6-4  

   寺坂　遼央  
14 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央 2-6 6-4 6-4   

    中島　璃人 [5] 
15 グリーンベアーズ 島根 上山　奨天  6-1 6-1  

   中島　璃人 [5]  
16 アサヒＴＣ 岡山 中島　璃人 [5] 6-1 6-2   

    西山　大和 [1] 
17 石川ＴＳ 岡山 中川　琉成 [8]  6-4 6-1  

   中川　琉成 [8]  
18 ふくいＴＣ 山口 飯田　　要 6-3 6-2   

    住田　涼成 
19 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔  6-3 6-3  

   住田　涼成  
20 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 6-2 6-2   

    伊瀬　史晃 
21 石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃  6-3 6-0  

   伊瀬　史晃  
22 カトウＴＣ 山口 田中　蓮斗 6-1 6-0   

    伊瀬　史晃 
23 グリーンベアーズ 島根 小櫻　央雅  5-7 6-2 6-3  

   宮本　浩弥 [3]  
24 ラスタットＴＣ 岡山 宮本　浩弥 [3] 6-2 2-6 6-0   

    柏木　捷太郎 [6] 
25 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎 [6]  7-5 6-4  

   柏木　捷太郎 [6]  
26 アルファＴＣ 山口 弘　　風音 6-1 6-2   

    柏木　捷太郎 [6] 
27 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔  7-5 7-6(6)  

   大嶋　巧翔  
28 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰 6-3 6-1   

    柏木　捷太郎 [6] 
29 グリーンベアーズ 島根 鈴木　佑門  6-0 6-2  

   鈴木　佑門  
30 岡山理科大学附属中学校 岡山 江口　航生 6-4 4-6 6-3   

    山﨑　　光 
31 やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光  6-2 6-1  

   山﨑　　光  
32 たけなみＴＡ 岡山 高橋　廉汰朗 [2] 4-6 7-6(7) 6-2  

    
  順位 3-4 中島　璃人 [5]  
   中島　璃人 [5] 
  伊瀬　史晃 6-3 7-6(7)  

補欠① ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖  
補欠② アポロＴＣ 鳥取 山﨑　大麓
補欠③ ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田　陽太



BS 14 - 順位 5-8
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  順位 5-8 土海　悠太 [7]  
   土海　悠太 [7] 
  岩井　　惺 [4] 6-1 6-2   
    土海　悠太 [7] 
  住田　涼成  7-5 6-0  
   住田　涼成  
  山﨑　　光 6-4 5-7 6-4  
    
  順位 7-8 岩井　　惺 [4]  
   岩井　　惺 [4] 
  山﨑　　光 4-6 6-3 6-0  
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1 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　玲奈 [1]  

   五藤　玲奈 [1] 
2 レノファ山口 山口 長岡　　愛 6-0 6-2   

    五藤　玲奈 [1] 
3 ミズノＴＳ 山口 前田　ゆめ  6-0 6-0  

   前田　ゆめ  
4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部　姫菜 6-2 6-0   

    五藤　玲奈 [1] 
5 やすいそ庭球部 広島 谷本　　葵  6-1 6-2  

   谷本　　葵  
6 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽 6-1 6-7(7) 6-2   

    清田　あいこ [6] 
7 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立　いつき  6-0 6-1  

   清田　あいこ [6]  
8 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ [6] 6-0 6-0   

    五藤　玲奈 [1] 
9 やすいそ庭球部 広島 井上　季子 [3]  6-3 6-0  

   井上　季子 [3]  
10 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂 6-1 6-4   

    井上　季子 [3] 
11 たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖  6-2 6-0  

   大塚　あや  
12 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 大塚　あや 6-4 7-5   

    井上　季子 [3] 
13 さくらＳＳＣ 島根 杉原　晴菜  4-6 6-3 6-3  

   向山　瑞生  
14 山口テニスアカデミー 山口 向山　瑞生 6-2 6-2   

    池田　花珠 [7] 
15 グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉  6-0 6-1  

   池田　花珠 [7]  
16 ラスタットＴＣ 岡山 池田　花珠 [7] 6-0 6-2   

    上野　梨咲 [2] 
17 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希 [5]  6-4 1-6 6-4  

   平田　早希 [5]  
18 アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛 6-2 6-3   

    平田　早希 [5] 
19 やすいそ庭球部 広島 黒田　梨南  6-0 6-0  

   黒田　梨南  
20 遊ポートＴＣ 鳥取 井上　日彩 6-1 6-0   

    原田　萌衣 [4] 
21 山口テニスアカデミー 山口 三浦　茜音  6-1 7-5  

   亀山　華子  
22 ラスタットＴＣ 岡山 亀山　華子 6-1 6-0   

    原田　萌衣 [4] 
23 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ  6-3 6-3  

   原田　萌衣 [4]  
24 アサヒＴＣ 岡山 原田　萌衣 [4] 7-5 7-5   

    上野　梨咲 [2] 
25 石川ＴＳ 岡山 石川　星来 [8]  6-1 6-4  

   石川　星来 [8]  
26 グリーンベアーズ 島根 門脇　有咲 6-1 6-0   

    石川　星来 [8] 
27 やすいそ庭球部 広島 東浜　理花  6-3 7-6(3)  

   志久　舞優  
28 アサヒＴＣ 岡山 志久　舞優 6-3 1-6 6-3   

    上野　梨咲 [2] 
29 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口　　桜  6-1 6-2  

   櫻井　利真  
30 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 6-2 6-2   

    上野　梨咲 [2] 
31 アサヒＴＣ 岡山 廣澤　真伊  6-2 6-3  

   上野　梨咲 [2]  
32 やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲 [2] 6-1 6-0  

    
  順位 3-4 井上　季子 [3]  
   原田　萌衣 [4] 
  原田　萌衣 [4] 6-1 7-6(6)  

補欠① ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 竹堂　　杏  
補欠② たけなみＴＡ 岡山 川村　優奈
補欠③ やすいそ庭球部 広島 横山　侑來
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  順位 5-8 清田　あいこ [6]  
   清田　あいこ [6] 
  池田　花珠 [7] 6-2 7-5   
    石川　星来 [8] 
  平田　早希 [5]  6-4 6-4  
   石川　星来 [8]  
  石川　星来 [8] 7-5 2-6 6-2  
    
  順位 7-8 池田　花珠 [7]  
   平田　早希 [5] 
  平田　早希 [5] 6-2 6-4  
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やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺 [1] 
1 ラスタットＴＣ 岡山 西山　大和 岩井　　惺 [1] 

山口オーサンスＴＣ 山口 宇野　碧致 西山　大和 
2 ふくいＴＣ 山口 飯田　　要 6-1 6-1  岩井　　惺 [1] 

ツルガハマＴＣ 山口 森永　陽大  西山　大和 
3 レノファ山口 山口 正木　　光 檜垣　優弥 6-2 6-1  

ラスタットＴＣ 岡山 檜垣　優弥 浜田　響己  
4 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　響己 6-2 6-3  中島　璃人 [3] 

アサヒＴＣ 岡山 中島　璃人 [3]  伊瀬　史晃 
5 石川ＴＳ 岡山 伊瀬　史晃 中島　璃人 [3] 7-5 6-3  

風の国ＴＣＪｒ 島根 古田　真拓 伊瀬　史晃  
6 風の国ＴＣＪｒ 島根 廣瀬　遥人 6-2 6-1  中島　璃人 [3] 

サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央  伊瀬　史晃 
7 サニーＴＳ 鳥取 岸田　拓真 徳永　恢良 6-4 6-2  

やすいそ庭球部 広島 徳永　恢良 藤山　一千翔  
8 やすいそ庭球部 広島 藤山　一千翔 6-2 6-4  宮本　浩弥 [2] 

グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也  柏木　捷太郎 
9 開星中学校 島根 角田　　樹 土海　悠太 7-6(7) 6-7(4) 10-8  

境港ジュニア 鳥取 土海　悠太 太田　　翔  
10 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔 6-4 6-1  土海　悠太 

アルファＴＣ 山口 大方　康平  太田　　翔 
11 アルファＴＣ 山口 弘　　風音 住田　涼成 [4] 6-4 7-5  

みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [4] 大下　遥希  
12 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 6-3 6-2  宮本　浩弥 [2] 

石川ＴＳ 岡山 中川　琉成  柏木　捷太郎 
13 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田　陽太 大塚　脩馬 6-2 6-0  

Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大塚　脩馬 山﨑　　光  
14 やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光 7-5 7-6(4)  宮本　浩弥 [2] 

福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔  柏木　捷太郎 
15 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　咲玖 宮本　浩弥 [2] 6-4 7-5  

ラスタットＴＣ 岡山 宮本　浩弥 [2] 柏木　捷太郎  
16 ＪＦＴＣ 岡山 柏木　捷太郎 6-4 6-7(7) 10-3  

   岩井　　惺 [1] 
  順位 3-4 西山　大和 岩井　　惺 [1] 
  土海　悠太 西山　大和 
  太田　　翔 6-3 6-2  
グリーンベアーズ 島根 小櫻　央雅  
グリーンベアーズ 島根 上山　奨天

柳生園ＴＣ 岡山 藤野　圭汰

柳生園ＴＣ 岡山 中川　輝里

補欠①

補欠②
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やすいそ庭球部 広島 上野　梨咲 [1] 
1 やすいそ庭球部 広島 井上　季子 上野　梨咲 [1] 

遊ポートＴＣ 鳥取 井上　日彩 井上　季子 
2 サニーＴＳ 鳥取 春山　のぞみ 6-0 6-0  上野　梨咲 [1] 

ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真  井上　季子 
3 ＳＴＥＶＥ 鳥取 竹部　姫菜 櫻井　利真 6-0 6-1  

福山テニス王国 広島 永井　支麻 竹部　姫菜  
4 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広島 竹堂　　杏 6-4 6-3  上野　梨咲 [1] 

アサヒＴＣ 岡山 原田　萌衣 [3]  井上　季子 
5 石川ＴＳ 岡山 石川　星来 原田　萌衣 [3] 6-4 6-0  

山口テニスアカデミー 山口 三浦　茜音 石川　星来  
6 レノファ山口 山口 長岡　　愛 6-2 6-3  原田　萌衣 [3] 

Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 大塚　あや  石川　星来 
7 やすいそ庭球部 広島 東浜　理花 6-0 7-6(4)  

グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉

グリーンベアーズ 島根 目良　歩美 大塚　あや 
グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽 東浜　理花  

8 グリーンベアーズ 島根 門脇　有咲 6-0 6-0  上野　梨咲 [1] 
柳生園ＴＣ 岡山 丸山　華穂  井上　季子 

9 アサヒＴＣ 岡山 廣澤　真伊 丸山　華穂 6-1 6-3  
Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口　　桜 廣澤　真伊  

10 やすいそ庭球部 広島 黒田　梨南 7-6(1) 6-3  亀山　華子 [4] 
やすいそ庭球部 広島 横山　侑來  池田　花珠 

11 やすいそ庭球部 広島 谷本　　葵 亀山　華子 [4] 6-4 6-2  
ラスタットＴＣ 岡山 亀山　華子 [4] 池田　花珠  

12 ラスタットＴＣ 岡山 池田　花珠 6-4 6-0  平田　早希 [2] 
たけなみＴＡ 岡山 山口　心暖  清田　あいこ 

13 たけなみＴＡ 岡山 川村　優奈 6-2 7-5  
ミズノＴＳ 山口 前田　ゆめ

ミズノＴＳ 山口 吉本　百花 山口　心暖 
さくらＳＳＣ 島根 杉原　晴菜 川村　優奈  

14 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 高嶋　奈愛 7-6(5) 6-1  平田　早希 [2] 
アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛  清田　あいこ 

15 アルファＴＣ 山口 小林　奈月 平田　早希 [2] 6-1 6-3  
グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 広島 平田　早希 [2] 清田　あいこ  

16 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ 6-3 6-2  
   原田　萌衣 [3] 
  順位 3-4 石川　星来 原田　萌衣 [3] 
  亀山　華子 [4] 石川　星来 
  池田　花珠 6-1 6-4  
ミズノＴＳ 山口 前田　ゆめ  
ミズノＴＳ 山口 吉本　百花
グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉
グリーンベアーズ 島根 目良　歩美

補欠①

補欠②

⇒NO.14

⇒NO.8
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1 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 [1]  

   藤本　理功 [1] 
2 やすいそ庭球部 広島 松岡　洸希 6-1 6-2   

    藤本　理功 [1] 
3 柳生園ＴＣ 岡山 遠藤　　翔  6-0 6-2  

   遠藤　　翔  
4 松江南高校 島根 池淵　有人 6-3 6-2   

    藤本　理功 [1] 
5 米子東高校 鳥取 大本　明典  6-1 6-3  

   中井　智風  
6 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風 6-0 6-0   

    朝原　大翔 [5] 
7 グリーンベアーズ 島根 中田　龍汰郎  6-4 6-4  

   朝原　大翔 [5]  
8 柳生園ＴＣ 岡山 朝原　大翔 [5] 6-4 6-2   

    藤本　理功 [1] 
9 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [3]  6-3 7-6(5)  

   渡邊　脩真 [3]  
10 ノア・インドアステージ広島西 広島 廣本　陽優 6-2 6-0   

    藤原　　陸 
11 やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸  5-7 6-1 7-6(5)  

   藤原　　陸  
12 山口テニスアカデミー 山口 岸田　昊生 6-1 6-0   

    藤原　　陸 
13 チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太  6-2 1-6 6-3  

   片山　隆太  
14 カトウＴＣ 山口 山田　壮汰 6-1 6-4   

    浜田　理壱 [7] 
15 広島国際学院高等学校 広島 酒井　　和  7-6(2) 6-3  

   浜田　理壱 [7]  
16 ラスタットＴＣ 岡山 浜田　理壱 [7] 6-4 6-3   

    遊川　大和 [4] 
17 関西高校 岡山 間野　由大 [8]  6-2 6-1  

   間野　由大 [8]  
18 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生 6-3 6-0   

    間野　由大 [8] 
19 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本　　輝  6-3 6-2  

   山本　　輝  
20 ミズノＴＳ岩国 山口 土屋　諒馬 6-0 6-2   

    遊川　大和 [4] 
21 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　真悟  6-2 6-1  

   森本　啓太  
22 米子西高校 鳥取 森本　啓太 6-3 2-6 7-6(1)   

    遊川　大和 [4] 
23 サニーＴＳ 鳥取 白石　千空  6-0 6-0  

   遊川　大和 [4]  
24 関西高校 岡山 遊川　大和 [4] 6-0 6-0   

    遊川　大和 [4] 
25 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生 [6]  6-2 6-1  

   木村　優生 [6]  
26 山口テニスアカデミー 山口 友貞　喜惠 2-6 6-2 6-0   

    木村　優生 [6] 
27 米子北高校 鳥取 新　　拓望  6-0 6-1  

   青木　佑仁  
28 岡山理大附属中 岡山 青木　佑仁 6-1 6-0   

    窪田　晃大 [2] 
29 岡山理大附属高校 岡山 大西　晃平  7-5 6-0  

   大西　晃平  
30 ポップテニスプラス 鳥取 八木　虹星 6-0 6-0   

    窪田　晃大 [2] 
31 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 大國　成登  6-4 6-7(5) 6-1  

   窪田　晃大 [2]  
32 広島国際学院高等学校 広島 窪田　晃大 [2] 6-1 6-0  

    
  順位 3-4 藤原　　陸  

 窪田　晃大 [2] 
窪田　晃大 [2] 6-4 6-1  

補欠① 関西高校 岡山 小坂　唯斗  
補欠② チェリーＴＣ 岡山 難波　慶次
補欠③ 岡山理大附属高校 岡山 藤原　和古



BS 16 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  順位 5-8 朝原　大翔 [5]  
   浜田　理壱 [7] 
  浜田　理壱 [7] 6-4 6-3   
    木村　優生 [6] 
  間野　由大 [8]  6-4 6-3  
   木村　優生 [6]  
  木村　優生 [6] 6-3 6-0  
    
  順位 7-8 朝原　大翔 [5]  
   間野　由大 [8] 
  間野　由大 [8] 6-1 6-1  
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1 野田学園高校 山口 藤永　萌花 [1]  

   藤永　萌花 [1] 
2 鳥取湖陵高校 鳥取 荒木　柚那 6-0 6-1   

    藤永　萌花 [1] 
3 境高校 鳥取 三浦　乃愛  6-1 6-0  

   竹内　澪穂  
4 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内　澪穂 6-2 6-0   

    藤永　萌花 [1] 
5 ＧＩＯＣＯ 島根 細木　　澪  3-6 6-4 6-2  

   細木　　澪  
6 鳥取城北高校 鳥取 井上　呼春 6-0 6-1   

    藤本　麻璃花 [5] 
7 野田学園高校 山口 相馬　彩海  w.o. 

   藤本　麻璃花 [5]  
8 みなみ坂ＴＳ 広島 藤本　麻璃花 [5] 6-3 6-3   

    藤永　萌花 [1] 
9 やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [4]  6-2 6-2  

   中岡　咲心 [4]  
10 松江南高校 島根 丹波　陽菜 6-0 6-0   

    中岡　咲心 [4] 
11 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子  6-4 6-4  

   福永　恭子  
12 浜っ子テニスクラブ 島根 岩本　理沙 6-0 6-2   

    原田　悠衣 
13 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 加藤　那菜  6-3 6-3  

   原田　悠衣  
14 山陽学園高校 岡山 原田　悠衣 6-3 7-5   

    原田　悠衣 
15 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚  7-5 7-6(4)  

   田中　伶奈 [7]  
16 山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈 [7] 6-0 6-1   

    藤永　萌花 [1] 
17 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良 [8]  6-3 6-1  

   中島　莉良 [8]  
18 野田学園高校 山口 萩原　渚月 7-5 6-2   

山陽学園高校 岡山 黒瀧　桜花  中島　莉良 [8] 
19 米子西高校 鳥取 足立　芹音  1-6 6-4 6-4  

   河野　望奈  
20 ラスタットＴＣ 岡山 河野　望奈 6-3 6-4   

    髙　　絢果 [3] 
21 野田学園高校 山口 鈴木　香漣  6-4 6-0  

   鈴木　香漣  
22 出雲西高校 島根 影山　里桜 6-2 6-1   

    髙　　絢果 [3] 
23 山陽学園高校 岡山 吉原　　舞  6-0 7-6(4)  

   髙　　絢果 [3]  
24 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　絢果 [3] 6-0 6-2   

    網田　永遠希 [2] 
25 山陽学園高校 岡山 戸坂　文音 [6]  6-3 6-2  

   戸坂　文音 [6]  
26 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　友子 6-2 6-3   

    戸坂　文音 [6] 
27 岡山学芸館高校 岡山 安養　侑歩  6-2 6-0  

   安養　侑歩  
28 やすいそ庭球部 広島 清瀧　海香 6-2 6-0   

    網田　永遠希 [2] 
29 安田女子高校 広島 濱本　　弥  7-5 3-6 6-1  

   古野　ももか  
30 野田学園高校 山口 古野　ももか 6-0 6-1   

    網田　永遠希 [2] 
31 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉  6-3 6-1  

   網田　永遠希 [2]  
32 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希 [2] 6-3 6-3  

    
  順位 3-4 原田　悠衣  
   髙　　絢果 [3] 
  髙　　絢果 [3] 6-1 3-6 6-0  

補欠① 山陽学園高校 岡山 黒瀧　桜花  
補欠② 広陵高校 広島 平川　瑠菜
補欠③ ハニ・ｋａｍｉ 岡山 神内　彩華



GS 16 - 順位 5-8
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  順位 5-8 藤本　麻璃花 [5]  
   藤本　麻璃花 [5] 
  中岡　咲心 [4] 6-1 6-3   
    戸坂　文音 [6] 
  中島　莉良 [8]  5-7 6-2 6-4  
   戸坂　文音 [6]  
  戸坂　文音 [6] 6-3 7-6(5)  
    
  順位 7-8 中岡　咲心 [4]  
   中島　莉良 [8] 
  中島　莉良 [8] 6-2 6-4  
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ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　脩真 [1] 
1 ラスタットＴＣ 岡山 藤本　理功 渡邊　脩真 [1] 

グリーンベアーズ 島根 中田　龍汰郎 藤本　理功 
2 松江北高校 島根 勝部　篤輝 6-3 6-1  渡邊　脩真 [1] 

米子北高校 鳥取 新　　拓望  藤本　理功 
3 サニーＴＳ 鳥取 白石　千空 中井　智風 6-1 6-1  

ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 中井　智風 池淵　有人  
4 松江南高校 島根 池淵　有人 6-2 6-0  浜田　理壱 [3] 

ラスタットＴＣ 岡山 浜田　理壱 [3]  遊川　大和 
5 関西高校 岡山 遊川　大和 浜田　理壱 [3] 3-6 7-5 10-8  

米子東高校 鳥取 大本　明典 遊川　大和  
6 米子西高校 鳥取 森本　啓太 6-0 6-0  浜田　理壱 [3] 

西京高校 山口 大方　陵平  遊川　大和 
7 レノファ山口 山口 岩尾　大成 松岡　洸希 6-1 6-3  

やすいそ庭球部 広島 松岡　洸希 藤川　典真  
8 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真 6-3 6-1  藤原　　陸 

カトウＴＣ 山口 山田　壮汰  酒井　　和 
9 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 田村　真悟 朝原　大翔 6-3 4-6 10-5  

柳生園ＴＣ 岡山 朝原　大翔 遠藤　　翔  
10 柳生園ＴＣ 岡山 遠藤　　翔 6-3 6-1  小坂　唯斗 

関西高校 岡山 小坂　唯斗  間野　由大 
11 関西高校 岡山 間野　由大 小坂　唯斗 3-6 6-4 10-8  

ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村　優生 [4] 間野　由大  
12 Ｉ出雲 島根 池淵　兼生 5-7 7-5 10-5  藤原　　陸 

やすいそ庭球部 広島 藤原　　陸  酒井　　和 
13 広島国際学院高等学校 広島 酒井　　和 藤原　　陸 6-2 6-3  

チェリーＴＣ 岡山 難波　慶次 酒井　　和  
14 岡山理大附属中 岡山 青木　佑仁 6-3 6-0  藤原　　陸 

岡山理大附属高校 岡山 丸山　大地  酒井　　和 
15 岡山理大附属高校 岡山 大西　晃平 丸山　大地 6-3 6-4  

チェリーＴＣ 岡山 片山　隆太 [2] 大西　晃平  
16 広島国際学院高等学校 広島 窪田　晃大 6-4 2-6 11-9  

   渡邊　脩真 [1] 
  順位 3-4 藤本　理功 渡邊　脩真 [1] 
  小坂　唯斗 藤本　理功 
  間野　由大 6-1 6-1  
岡山理大附属高校 岡山 三木　大地  
岡山理大附属高校 岡山 藤原　和古

ラスタットＴＣ 岡山 長尾　治紀

ラスタットＴＣ 岡山 宮原　　健

補欠①

補欠②
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やすいそ庭球部 広島 中岡　咲心 [1] 
1 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙　　絢果 中岡　咲心 [1] 

山陽学園高校 岡山 吉原　　舞 髙　　絢果 
2 山陽学園高校 岡山 黒瀧　桜花 6-0 6-2  中岡　咲心 [1] 

野田学園高校 山口 古野　ももか  髙　　絢果 
3 野田学園高校 山口 鈴木　香漣 中島　莉良 6-1 7-6(6)  

ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 中島　莉良 安養　侑歩  
4 岡山学芸館高校 岡山 安養　侑歩 6-2 7-5  井上　佳苗 [3] 

やすいそ庭球部 広島 井上　佳苗 [3]  藤本　麻璃花 
5 みなみ坂ＴＳ 広島 藤本　麻璃花 井上　佳苗 [3] 6-3 7-5  

アルファＴＣ 山口 片桐　　葵 藤本　麻璃花  
6 山口サングリーンＴＣ 山口 福永　恭子 6-0 6-0  井上　佳苗 [3] 

出雲西高校 島根 影山　里桜  藤本　麻璃花 
7 Ｉ出雲 島根 須田　優奈 平川　瑠菜 6-1 7-6(1)  

広陵高校 広島 平川　瑠菜 遠藤　愛渚  
8 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤　愛渚 6-1 6-1  井上　佳苗 [3] 

たけなみＴＡ 岡山 岩本　梨央  藤本　麻璃花 
9 岡山学芸館高校 岡山 檜垣　真歩 加藤　那菜 7-5 6-3  

Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 加藤　那菜 岩本　理沙  
10 浜っ子テニスクラブ 島根 岩本　理沙 6-4 6-2  原田　悠衣 [4] 

広陵高校 広島 村田　結愛  戸坂　文音 
11 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本　怜矢 原田　悠衣 [4] 7-5 6-2  

山陽学園高校 岡山 原田　悠衣 [4] 戸坂　文音  
12 山陽学園高校 岡山 戸坂　文音 6-1 6-3  河野　望奈 

安田女子高校 広島 北國　芽吹  網田　永遠希 
13 安田女子高校 広島 濱本　　弥 河野　望奈 6-3 7-6(7)  

ラスタットＴＣ 岡山 河野　望奈 網田　永遠希  
14 ラスタットＴＣ 岡山 網田　永遠希 6-0 6-0  河野　望奈 

境高校 鳥取 三浦　乃愛  網田　永遠希 
15 鳥取城北高校 鳥取 村上　未明 田中　伶奈 [2] 1-6 6-4 10-6  

山口テニスアカデミー 山口 田中　伶奈 [2] 藤永　萌花  
16 野田学園高校 山口 藤永　萌花 6-0 6-0  

   中岡　咲心 [1] 
  順位 3-4 髙　　絢果 中岡　咲心 [1] 
  原田　悠衣 [4] 髙　　絢果 
  戸坂　文音 6-2 6-3  
松江南高校 島根 丹波　陽菜  
松江南高校 島根 陶山　結生

開星高校 島根 上山　夕貴

開星高校 島根 野津　さちこ

補欠①

補欠②
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1 関西高校 岡山 髙　　悠亜 [1]  

   髙　　悠亜 [1] 
2 みなみ坂ＴＳ 広島 田中　　晴 6-0 6-2   

    髙　　悠亜 [1] 
3 岡山理大附属高校 岡山 郷坪　凌太郎  6-0 6-2  

   郷坪　凌太郎  
4 出雲北陵高校 島根 石川　泰丞 6-3 6-2   

    髙　　悠亜 [1] 
5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 小松　優貴  6-0 6-3  

   山﨑　　誠  
6 ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑　　誠 6-0 6-1   

    吉原　幹人 [5] 
7 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田　唯楓  6-1 6-2  

   吉原　幹人 [5]  
8 関西高校 岡山 吉原　幹人 [5] 6-0 6-1   

    髙　　悠亜 [1] 
9 広島国際学院高等学校 広島 中本　悠水 [4]  6-4 6-2  

   中本　悠水 [4]  
10 関西高校 岡山 今村　匡斗士 6-1 6-2   

    中本　悠水 [4] 
11 西京高校 山口 垣内　勇星  6-1 6-4  

   田中　優次  
12 広島国際学院高等学校 広島 田中　優次 6-4 6-3   

    中西　康輔 [8] 
13 出雲高校 島根 験馬　怜人  6-4 5-7 6-2  

   大田　恵士  
14 広島国際学院高等学校 広島 大田　恵士 6-2 6-4   

    中西　康輔 [8] 
15 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 田口　太陽  6-1 6-4  

   中西　康輔 [8]  
16 岡山理大附属高校 岡山 中西　康輔 [8] 6-0 6-3   

    蔵田　太洋 [2] 
17 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　翔希 [7]  5-7 6-4 1-0 Ret. 

   大下　翔希 [7]  
18 米子東高校 鳥取 安達　周人 6-0 6-0   

    大下　翔希 [7] 
19 山口テニスアカデミー 山口 近藤　曜司  6-2 6-3  

   近藤　曜司  
20 開星高校 島根 松浦　諄成 6-3 6-2   

    岩本　晋之介 [3] 
21 関西高校 岡山 角南　　凌  6-4 6-1  

   角南　　凌  
22 米子高校 鳥取 森山　蒼太 6-0 6-2   

    岩本　晋之介 [3] 
23 開星高校 島根 角　　陽太  6-2 6-4  

   岩本　晋之介 [3]  
24 関西高校 岡山 岩本　晋之介 [3] 6-2 6-4   

    蔵田　太洋 [2] 
25 山口テニスアカデミー 山口 柴田　昂樹 [6]  6-4 6-2  

   柴田　昂樹 [6]  
26 米子東高校 鳥取 水津　碧翔 6-0 6-0   

    片山　稜太 
27 西京高校 山口 河内　優和  7-6(5) 6-4  

   片山　稜太  
28 岡山理大附属高校 岡山 片山　稜太 6-1 6-2   

    蔵田　太洋 [2] 
29 関西高校 岡山 吉田　壮太  6-1 6-4  

   吉田　壮太  
30 浜田高校 島根 久佐　巧己 6-1 6-1   

    蔵田　太洋 [2] 
31 米子東高校 鳥取 門脇　智大  6-0 6-1  

   蔵田　太洋 [2]  
32 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋 [2] 6-0 6-2  

    
  順位 3-4 中西　康輔 [8]  
   岩本　晋之介 [3] 
  岩本　晋之介 [3] 3-6 6-1 6-4  

補欠① 岡山理大附属高校 岡山 竹内　友河  
補欠② 広陵高校 広島 前野　廉翔
補欠③ 関西高校 岡山 藤井　祐大



BS 18 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  順位 5-8 吉原　幹人 [5]  
   中本　悠水 [4] 
  中本　悠水 [4] 6-4 6-4   
    中本　悠水 [4] 
  大下　翔希 [7]  6-4 6-2  
   大下　翔希 [7]  
  片山　稜太 6-1 6-1  
    
  順位 7-8 吉原　幹人 [5]  
   吉原　幹人 [5] 
  片山　稜太 6-2 6-4  
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1 岡山学芸館高校 岡山 吉本　菜月 [1]  

   吉本　菜月 [1] 
2 野田学園高校 山口 宮内　汐夏 6-1 6-2   

    吉本　菜月 [1] 
3 開星高校 島根 小河　莉緒  6-1 6-0  

   神山　　優  
4 野田学園高校 山口 神山　　優 6-0 6-4   

    吉本　菜月 [1] 
5 出雲高校 島根 池淵　綾華  7-5 5-7 6-2  

   上野　京香  
6 やすいそ庭球部 広島 上野　京香 6-2 6-3   

    片山　　皓 [8] 
7 野田学園高校 山口 小形　寧音  6-1 6-1  

   片山　　皓 [8]  
8 山陽学園高校 岡山 片山　　皓 [8] 6-1 6-0   

    中島　玲亜 [3] 
9 岡山学芸館高校 岡山 中島　玲亜 [3]  4-6 Ret. 

   中島　玲亜 [3]  
10 野田学園高校 山口 藤本　夏菜 6-2 6-1   

    中島　玲亜 [3] 
11 倉吉東高校 鳥取 浜家　果子  6-0 6-2  

   丸山　晶帆  
12 柳生園ＴＣ 岡山 丸山　晶帆 6-1 6-3   

    中島　玲亜 [3] 
13 松江北高校 島根 清田　千遥  6-2 6-1  

   大髙　智咲  
14 山陽学園高校 岡山 大髙　智咲 6-1 6-1   

    河野　彩奈 [6] 
15 安田女子高校 広島 中山　瑠七  6-4 6-2  

   河野　彩奈 [6]  
16 山陽学園高校 岡山 河野　彩奈 [6] 6-0 6-0   

    長谷川　晴佳 [2] 
17 岡山学芸館高校 岡山 渡邊　多笑 [5]  6-3 6-2  

   渡邊　多笑 [5]  
18 開星高校 島根 野村　優奈 6-0 6-0   

    渡邊　多笑 [5] 
19 野田学園高校 山口 池畠　陽咲  6-4 7-6(8)  

   池畠　陽咲  
20 岡山学芸館高校 岡山 内田　結子 6-1 6-0   

    渡邊　多笑 [5] 
21 ＮＢテニスガーデン 広島 久富　祐佳  6-4 6-1  

   松本　　藍  
22 岡山理大附属高校 岡山 松本　　藍 6-2 6-0   

    小川　すみれ [4] 
23 岡山学芸館高校 岡山 青梨　里咲  6-2 6-4  

   小川　すみれ [4]  
24 野田学園高校 山口 小川　すみれ [4] 6-1 6-2   

    長谷川　晴佳 [2] 
25 岡山学芸館高校 岡山 原田　　遥 [7]  6-1 7-6(4)  

   原田　　遥 [7]  
26 出雲高校 島根 浦野　仁美 6-1 6-1   

    原田　　遥 [7] 
27 岡山学芸館高校 岡山 寺尾　美月  5-7 7-6(3) 7-5  

   寺尾　美月  
28 安田女子高校 広島 藤山　心羽 6-0 6-2   

    長谷川　晴佳 [2] 
29 岡山学芸館高校 岡山 同前　華伶来  6-2 6-1  

   同前　華伶来  
30 野田学園高校 山口 五十嵐　凜 6-2 6-0   

    長谷川　晴佳 [2] 
31 やすいそ庭球部 広島 河野　由衣  6-1 6-1  

   長谷川　晴佳 [2]  
32 野田学園高校 山口 長谷川　晴佳 [2] 6-1 6-0  

    
  順位 3-4 吉本　菜月 [1]  
   渡邊　多笑 [5] 
  渡邊　多笑 [5] w.o. 

補欠① 山陽学園高校 岡山 井上　華琳  
補欠② 西京高校 山口 林　　優希乃
補欠③ 山陽学園高校 岡山 金光　智慧



GS 18 - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
   
  順位 5-8 片山　　皓 [8]  
   片山　　皓 [8] 
  河野　彩奈 [6] 6-4 6-2   
    片山　　皓 [8] 
  小川　すみれ [4]  6-2 6-2  
   小川　すみれ [4]  
  原田　　遥 [7] 6-2 6-3  
    
  順位 7-8 河野　彩奈 [6]  
   河野　彩奈 [6] 
  原田　　遥 [7] 3-6 7-6(6) 7-6(5)  
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広島国際学院高等学校 広島 中本　悠水 [1] 
1 広島国際学院高等学校 広島 蔵田　太洋 中本　悠水 [1] 

岡山学芸館高校 岡山 万道　麻央 蔵田　太洋 
2 岡山学芸館高校 岡山 塚原　歩己 6-2 6-4  中本　悠水 [1] 

浜田高校 島根 久佐　巧己  蔵田　太洋 
3 出雲北陵高校 島根 石川　泰丞 大田　恵士 6-4 6-2  

広島国際学院高等学校 広島 大田　恵士 田中　優次  
4 広島国際学院高等学校 広島 田中　優次 6-3 6-3  中本　悠水 [1] 

岡山理大附属高校 岡山 中西　康輔 [3]  蔵田　太洋 
5 岡山理大附属高校 岡山 片山　稜太 中西　康輔 [3] 6-1 6-0  

米子東高校 鳥取 安達　周人 片山　稜太  
6 米子東高校 鳥取 水津　碧翔 6-0 6-1  中西　康輔 [3] 

倉吉東高校 鳥取 丹後　智晴  片山　稜太 
7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 小松　優貴 垣内　勇星 6-2 6-3  

西京高校 山口 垣内　勇星 河内　優和  
8 西京高校 山口 河内　優和 6-2 6-0  中本　悠水 [1] 

ミズノＴＳ岩国 山口 山﨑　　誠  蔵田　太洋 
9 岩国ジュニアＴＣ 山口 岡田　唯楓 竹内　友河 6-2 6-3  

岡山理大附属高校 岡山 竹内　友河 郷坪　凌太郎  
10 岡山理大附属高校 岡山 郷坪　凌太郎 7-5 7-5  吉田　壮太 [4] 

やすいそ庭球部 広島 假野　耀市  角南　　凌 
11 祇園北高校 広島 平山　　蒼 吉田　壮太 [4] 4-6 6-3 10-4  

関西高校 岡山 吉田　壮太 [4] 角南　　凌  
12 関西高校 岡山 角南　　凌 6-1 6-1  吉原　幹人 [2] 

出雲北陵高校  島根 土江　裕貴  岩本　晋之介 
13 出雲北陵高校  島根 橋本　脩平 岩本　風音 7-5 6-4  

山口テニスアカデミー 山口 岩本　風音 近藤　曜司  
14 山口テニスアカデミー 山口 近藤　曜司 6-2 6-0  吉原　幹人 [2] 

開星高校 島根 松浦　諄成  岩本　晋之介 
15 開星高校 島根 角　　陽太 吉原　幹人 [2] 6-0 6-2  

関西高校 岡山 吉原　幹人 [2] 岩本　晋之介  
16 関西高校 岡山 岩本　晋之介 6-4 6-2  

   中西　康輔 [3] 
  順位 3-4 片山　稜太 中西　康輔 [3] 
  吉田　壮太 [4] 片山　稜太 
  角南　　凌 6-4 6-4  
関西高校 岡山 今村　匡斗士  
関西高校 岡山 藤井　祐大

ラスタットＴＣ 岡山 渡邊　颯真

岡山芳泉高校 岡山 杉野　厚太

補欠①

補欠②
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岡山学芸館高校 岡山 中島　玲亜 [1] 
1 岡山学芸館高校 岡山 吉本　菜月 中島　玲亜 [1] 

出雲高校 島根 池淵　綾華 吉本　菜月 
2 出雲高校 島根 浦野　仁美 6-1 6-1  中島　玲亜 [1] 

岡山学芸館高校 岡山 内田　結子  吉本　菜月 
3 岡山学芸館高校 岡山 原田　　遥 内田　結子 6-0 6-0  

開星高校 島根 小河　莉緒 原田　　遥  
4 開星高校 島根 野村　優奈 6-0 6-2  中島　玲亜 [1] 

岡山学芸館高校 岡山 渡邊　多笑 [3]  吉本　菜月 
5 岡山学芸館高校 岡山 青梨　里咲 渡邊　多笑 [3] 6-2 6-3  

野田学園高校 山口 安藤　萌花 青梨　里咲  
6 野田学園高校 山口 宮内　汐夏 6-3 4-6 10-6  渡邊　多笑 [3] 

西京高校 山口 弘中　日菜  青梨　里咲 
7 西京高校 山口 藤田　朱音 井上　華琳 6-0 6-2  

山陽学園高校 岡山 井上　華琳 森　　萌希  
8 山陽学園高校 岡山 森　　萌希 6-3 6-2  小川　すみれ [2] 

岡山学芸館高校 岡山 同前　華伶来  長谷川　晴佳 
9 岡山学芸館高校 岡山 寺尾　美月 同前　華伶来 4-6 6-3 10-8  

やすいそ庭球部 広島 上野　京香 寺尾　美月  
10 ＮＢテニスガーデン 広島 久富　祐佳 7-5 6-4  同前　華伶来 

野田学園高校 山口 池畠　陽咲  寺尾　美月 
11 野田学園高校 山口 藤本　夏菜 大髙　智咲 [4] 7-5 6-7(5) 10-2  

山陽学園高校 岡山 大髙　智咲 [4] 片山　　皓  
12 山陽学園高校 岡山 片山　　皓 0-6 6-1 10-8  小川　すみれ [2] 

岡山学芸館高校 岡山 奥田　菜々美  長谷川　晴佳 
13 岡山学芸館高校 岡山 目﨑　加子 奥田　菜々美 6-1 2-6 10-7  

美鈴が丘高校 広島 松本　琉亜 目﨑　加子  
14 やすいそ庭球部 広島 河野　由衣 6-2 6-2  小川　すみれ [2] 

岡山理大附属高校 岡山 松本　　藍  長谷川　晴佳 
15 山陽学園高校 岡山 河野　彩奈 小川　すみれ [2] 6-0 6-0  

野田学園高校 山口 小川　すみれ [2] 長谷川　晴佳  
16 野田学園高校 山口 長谷川　晴佳 6-2 4-6 10-5  

   渡邊　多笑 [3] 
  順位 3-4 青梨　里咲 同前　華伶来 
  同前　華伶来 寺尾　美月 
  寺尾　美月 2-6 6-4 10-7  
野田学園高校 山口 神山　　優  
野田学園高校 山口 杉本　愛佳

安田女子高校 広島 藤山　心羽

安田女子高校 広島 中山　瑠七

補欠①

補欠②



中国ジュニア 歴代優勝者
男子１８歳以下シングルス 女子シングルス

1 1983 山口 堀　　　雅一 岡山 関西高校 中島　　美恵 岡山 山陽女子高校
2 1984 広島 田中　　聰規 山口 多々良学園 中野　由紀子 岡山 山陽女子高校
3 1985 岡山 磯金　　　徹 山口 防府高校 生駒　　美恵 岡山 山陽女子高校
4 1986 山口 磯金　　　徹 山口 防府高校 江副　奈津子 岡山 山陽女子高校
5 1987 広島 星木　　貴洋 岡山 関西高校 三輪　　陽子 岡山 山陽女子高校
6 1988 岡山 熊谷　　勝典 岡山 関西高校 三輪　　陽子 岡山 山陽女子高校
7 1989 山口 松永　　晃一 岡山 関西高校 前原　　裕美 岡山 山陽女子高校
8 1990 広島 土屋　　哲史 広島 井口高校 前原　　裕美 岡山 山陽女子高校
9 1991 岡山 竹下　　和史 岡山 岡山理大 尾崎　　千奈 岡山 山陽女子高校

10 1992 山口 竹下　　和史 岡山 岡山理大 尾崎　　由加 岡山 山陽女子高校
11 1993 山口 山本　　裕輔 山口 西京高校 高谷　奈々恵 岡山 山陽女子高校
12 1994 岡山 竹下　　順二 岡山 岡山理大 尾崎　　麻衣 岡山 児島高校
13 1995 広島 竹下　　順二 岡山 岡山理大 仁禮　さわ子 広島 安田女子高校
14 1996 広島 沖村　　直人 広島 修道高校 佐藤　　直子 岡山 山陽女子高校
15 1997 岡山」 五藤　　健介 岡山 関西高校 坪田　美奈子 岡山 山陽女子高校
16 1998 山口 石川　　昌平 岡山 岡山理大 五藤　かおり 岡山 山陽女子高校
17 1999 島根 高橋　　洋介 鳥取 米子北高校 五藤　かおり 岡山 山陽女子高校
18 2000 広島 井ノ迫　勇希 広島 広陵高校 光宗　明日美 広島 安田女子高校
19 2001 山口 松村　　亮 広島 広陵高校 原　　由紀代 岡山 山陽女子高校
20 2002 鳥取 杉井　和弘 岡山 関西高校 深井　彩加 岡山 山陽女子高校
21 2003 広島 小野　智敬 岡山 岡山理大附高 山田　奈緒子 岡山 山陽女子高校
22 2004 広島 小林　太郎 広島 広陵高校 高原　靖佳 広島 美鈴が丘高校
23 2005 広島 上本　武 広島 近大福山高校 小南　ちあき 岡山 岡山学芸館高
24 2006 広島 草加　敏裕 岡山 関西高校 楠瀬　優樹 鳥取 米子北高校
25 2007 広島 深井　陽介 岡山 関西高校 田中　菜穂子 広島 美鈴が丘高校
26 2008 広島 浜脇　康人 岡山 岡山理大 吉原　叔恵 広島 近大福山高校
27 2009 広島 小野　陽平 岡山 関西高校 寺島　奏 岡山 岡山学芸館高
28 2010 広島 小野　陽平 岡山 関西高校 西本　恵 岡山 岡山学芸館高
29 2011 広島 内田　貴大 岡山 岡山理大附高 西本　恵 岡山 岡山学芸館高
30 2012 広島 梶下　怜紀 広島 瀬戸内高校 寺見　かりん 岡山 山陽女子高校
31 2013 広島 乾　祐一郎 広島 瀬戸内高校 前田　夢佳 山口 野田学園高
32 2014 広島 小野　和哉 岡山 関西高校 小池　颯紀 広島 美鈴が丘高校
33 2015 広島 松本　樹 岡山 関西高校 小池　颯紀 広島 美鈴が丘高校
34 2016 広島 岡垣　光祐 岡山 岡山理大付高 平田　歩 岡山 岡山学芸館高
35 2017 広島 星木　昇 岡山 岡山理大付高 細木　咲良 島根 開星高校
36 2018 岡山 三宅　悠介 岡山 関西高校 猪川　結花 岡山 岡山学芸館高
37 2019 島根 高木　翼 岡山 岡山理大付高 徳安　莉菜 山口 野田学園高
38 2020 中止

男子１８歳以下ダブルス 女子１８歳以下ダブルス
1 1983 山口 奥元・大崎 広島 廿日市高校 中島・岸田 岡山 山陽女子高校
2 1984 広島 中村・池田 岡山 関西高校 矢吹・生駒 岡山 山陽女子高校
3 1985 岡山 磯金・宮野 山口 防府・ふくい 生駒・磯島 岡山 山陽女子高校
4 1986 山口 磯金・松永 山口 防府高校 江副・寺野 岡山 山陽女子高校
5 1987 広島 星木・石原 岡山 関西高校 江副・三輪 岡山 山陽女子高校
6 1988 岡山 松永・熊谷 岡山 関西高校 石津・三輪 岡山 山陽女子高校
7 1989 山口 松永・熊谷 岡山 関西高校 仁禮・中鶴 広島 安田女子高校
8 1990 広島 山本・伊藤 鳥取 北斗・米子北 尾崎千・高谷 岡山 山陽女子高校
9 1991 岡山 竹下・清板 岡山 岡山理大 尾崎千・井上 岡山 山陽女子高校

10 1992 山口 竹下・岡野 岡山 岡山理大 尾崎由・井上 岡山 山陽女子高校
11 1993 山口 西谷・越智 広島 広陵高校 高谷・磯島 岡山 山陽女子高校
12 1994 岡山 角南・東 岡山 関西高校 仁禮・福田 広島 安田女子高校
13 1995 広島 竹下・西原 岡山 岡山理大 仁禮・福田 広島 安田女子高校
14 1996 広島 河村・井上裕 山口 西京高校 佐藤・三沢 岡山 山陽女子高校
15 1997 岡山」 河村・井上雄 山口 西京高校 坪田・鍛冶 岡山 山陽女子高校
16 1998 山口 石川・藤井 岡山 岡山理大 五藤・垂井沙 岡山 山陽女子高校
17 1999 島根 高橋・福間 鳥島 米子北・松江南 五藤・長原 岡山 山陽女子高校
18 2000 広島 高橋・福間 鳥島 米子北・松江南 平岡・垂井 広島 芸南Ｇ・山陽
19 2001 山口 坪田・伊東 岡山 関西高校  原 ・山田 岡山 山陽女子高校
20 2002 鳥取 島村・田中 山口 西京高校 長野・能見 広島 美鈴が丘高校
21 2003 広島 尾崎・三宅 岡山 岡山理大附高 山田・山手 岡山 山陽女子高校
22 2004 広島 星村・小林 島・広 松江北・広陵 高原・上田 広島 美鈴が丘高校
23 2005 広島 藤澤・太田 岡山 関西高校 小南・中野 岡山 岡山学芸館高
24 2006 広島 国司・猿田 岡山 関西高校 楠瀬・伊藤 鳥・広 米子北・安田
25 2007 広島 国司・猿田 岡山 関西高校 吉原・小田 広島 近大福山・広陵
26 2008 広島 中野・遠藤 岡山 関西高校 田中･伊藤 広・山 美鈴が丘・ｵｰｻﾝｽ
27 2009 広島 的野・矢野 島根 関西・出雲 伊藤・宇佐川 山口 野田学園高
28 2010 広島 林・鈴置 岡山 岡山学芸館高 寺島・西本 岡山 岡山学芸館高
29 2011 広島 内田・三宅 岡山 岡山理大附高 長妻・小林 広島 美鈴が丘高校
30 2012 広島 梶下・田鍋 広島 瀬戸内・修道 寺見・川島 岡・広 山陽女・広陵
31 2013 広島 田鍋・岡田 広島 修道・広陵 岩下・竹浪 岡山 岡山学芸館高
32 2014 広島 瀧本・神房 岡山 関西高校 岩下・木原 岡山 岡山学芸館高
33 2015 広島 吉松・所司 岡山 岡山理大附高 山藤・梶谷 山口 野田学園高
34 2016 広島 上野・岡崎 広島 崇徳高校 山藤・金山 山口 野田学園高
35 2017 広島 山本・加藤 岡山 岡山理大附高 稲葉・倉橋 山口 野田学園高
36 2018 岡山 三宅・筒井 岡山 関西高校 猪川・酒井 岡・広 岡山学芸館・広陵
37 2019 島根 橋田･藤井 岡山 岡山理大附高 宗和･徳安 山口 野田学園高
38 2020 中止



中国ジュニア 歴代優勝者

男子１６歳以下シングルス 女子１６歳以下シングルス
1 1983 山口 磯金　　　徹 山口 いのうえＴS 水田　真由美 岡山 山陽女子中
2 1984 広島 藤戸　　久寿 広島 修道高校 水田　真由美 岡山 山陽女子高校
3 1985 岡山 松永　　一郎 山口 いのうえＴS 各和　利江子 広島 安田女子高校
4 1986 山口 松永　　晃一 岡山 千成ＬＴＣ 重政　美由紀 鳥取 鳥取東高校
5 1987 広島 小谷　　幸三 広島 広陵高校 前原　　裕美 岡山 山陽女子中
6 1988 岡山 小谷　　幸三 広島 広陵高校 前原　　裕美 岡山 山陽女子高校
7 1989 山口 土屋　　哲史 広島 井口高校 尾崎　　千奈 岡山 山陽女子高校
8 1990 広島 友枝　　孝雄 岡山 関西高校 井上　ひとみ 広島 山陽女子高校
9 1991 岡山 越智　　　亘 広島 広陵高校 尾崎　　由加 岡山 山陽女子高校

10 1992 山口 西原　　剛士 広島 広陵高校 小谷　　幸江 広島 芸南ＧＴＣ
11 1993 山口 広田　　卓郎 広島 広陵高校 仁禮　さわ子 広島 安田女子高校
12 1994 岡山 中川　　儀昭 広島 広陵高校 佐藤　　直子 岡山 山陽女子中
13 1995 広島 内藤　羊一郎 岡山 岡山理大 坪田　美奈子 岡山 山陽女子高校
14 1996 広島 国吉　　智規 山口 西京高校 平　　　　知子 広島 松永ＬＴＣ
15 1997 岡山」 福間　　　竜 島根 松江南高校 五藤　かおり 岡山 山陽女子高校
16 1998 山口 荒川　　善隆 岡山 岡山理大 加藤　　沙絵 広島 安田女子高校
17 1999 島根 坪田　　泰幸 岡山 関西高校 垂井　絵里香 岡山 山陽女子高校
18 2000 広島 坪田　　泰幸 岡山 関西高校 原　　由紀代 岡山 山陽女子高校
19 2001 山口 小山　 慶太 鳥取 遊ポートＴＣ 奥村　　麗奈 山口 カトウＴＣ
20 2002 鳥取 石川　浩平 岡山 岡山理大付高 高原　靖佳 広島 美鈴が丘高校
21 2003 広島 冨田　玄輝 岡山 アサヒTC 高原　靖佳 広島 美鈴が丘高校
22 2004 広島 泉　秋博 山口 ふくいTC 伊藤　綾香 広島 安田女子高校
23 2005 広島 猿田　純哉 岡山 関西高校 伊藤　綾香 広島 安田女子高校
24 2006 広島 高原　和功 広島 修道高校 吉原　叔恵 広島 近大福山高校
25 2007 広島 浜脇　康人 岡山 岡山理大 伊藤　優花 山口 山口オーサンス

26 2008 広島 小野　陽平 岡山 関西高校 西本　恵 岡山 柳生園TC
27 2009 広島 梶下　怜紀 広島 Tension 二宮　真琴 広島 ＮＢTG
28 2010 広島 梶下　怜紀 広島 瀬戸内高 二宮　真琴 広島 ＮＢTG
29 2011 広島 土田　啓太 岡山 関西高校 柳澤　祥瑚 山口 野田学園高
30 2012 広島 橋本　祐典 島根 開星高校 小池　颯紀 広島 美鈴が丘高校
31 2013 広島 神房　成仁 岡山 関西高校 小池　颯紀 広島 美鈴が丘高校
32 2014 広島 岡垣　光祐 岡山 岡山理大付高 平田　歩 岡山 柳生園ＴＣ
33 2015 広島 岡崎　大倭 広島 崇徳高校 細木　咲良 島根 開星高校
34 2016 広島 山浦　淳輝 岡山 チェリーＴＣ 細木　咲良 島根 開星高校
35 2017 広島 手島　海陽 山口 岩国ジュニアTC 酒井　凛 広島 広陵高校
36 2018 岡山 髙　悠亜 広島 UP.Set 新見　小晴 岡山 柳生園TC
37 2019 島根 髙　悠亜 岡山 関西高校 吉本　菜月 岡山 岡山学芸館高校
38 2020 中止

男子１６歳以下ダブルス 女子１６歳以下ダブルス
1 1983 山口 磯金・野村 山口 いのうえＴＳ 矢吹・伊原木 岡山 一宮・清心女
2 1984 広島 磯金・宮野 山口 いのうえ・多々良 水田・江副 岡山 山陽女子高校
3 1985 岡山 福井・山口 岡山 千成ＬＴＣ 江副・三輪 岡山 山陽女子高校
4 1986 山口 松永・田中 山口 いのうえＴＳ 石津・三輪 岡山 山陽女子高校
5 1987 広島 松永・熊谷 岡山 関西高校 中鶴・仁禮 広島 安田女子高校
6 1988 岡山 小谷・石田 広島 広陵高校 前原・尾崎千 岡山 山陽女子高校
7 1989 山口 清板・松村 岡山 岡山理大 井上・兼森 広島 安佐・芸南
8 1990 広島 長廣・越智 広島 広陵高校 井上・尾崎由 岡山 山陽女子高校
9 1991 岡山 国谷・越智 広島 広陵・諏訪ｌｔｃ 尾崎由・高谷 岡山 山陽女子高校

10 1992 山口 山本・安村 山口 西京・防府 磯島・鍛冶 岡山 山陽女子高校
11 1993 山口 広田・中川 広島 広陵高校 来栖・前田 広島 芸南・上本
12 1994 岡山 雪原・中川 広島 上本TS・広陵 佐藤・坪田 岡山 山陽女子中
13 1995 広島 河内・渡辺 広島 大門・ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 佐藤・坪田 岡山 山陽女子高校
14 1996 広島 国吉・飯田 山口 西京高校 平　・豊田 広島 松永ＬＴＣ
15 1997 岡山」 林・　刈谷 岡山 惣社・操山 五藤・垂井沙 岡山 山陽女子高校
16 1998 山口 高橋・福間 鳥島 米子北・松江南 加藤・光宗 広島 安田女子高校
17 1999 島根 佐光・村上 岡山 岡山理大 垂井絵・原 岡山 山陽女子高校
18 2000 広島 坪田・伊東 岡山 関西高校 原　・山田 岡山 山陽女子高校
19 2001 山口 流田・岡田 広島 ＮＢＴＧ・芸南Ｇ 加藤・猿田 山口 カトウＴＣ
20 2002 鳥取 石川・小野 岡山 岡山理大附高 高原・上田 広島 美鈴が丘高校
21 2003 広島 小林・流田 広島 広陵・NBTG 高原・吉川 広島 美鈴が丘・安田

22 2004 広島 中村・伊藤 岡山 関西高校 伊藤・楠瀬 広・鳥 安田・米子北
23 2005 広島 猿田・国司 岡山 関西高校 伊藤・楠瀬 広・鳥 安田・米子北
24 2006 広島 遠藤・中野 岡山 関西高校 田中・宮本 広島 美鈴が丘高校
25 2007 広島 服部・米谷 岡山 関西高校 大麻・飯沼 岡・島 ﾗｽﾀｯﾄ・開星
26 2008 広島 小野･田村 岡山 関西高校 西本･河原 岡山 柳生園・石川
27 2009 広島 内田・片山 岡山 岡山理大附高 二宮・小林 広島 NB・美鈴が丘
28 2010 広島 梶下・田鍋 広島 瀬戸内高・やすいそ 長妻・小林 広島 美鈴が丘高
29 2011 広島 田鍋・乾 広島 修道・瀬戸内 前田・柳澤 山口 野田学園高
30 2012 広島 神房・小野 岡山 関西高校 小池・永嶋 広島 ＮＢTG
31 2013 広島 吉松・合田 岡山 岡山理大附高 中塚・室山 岡山 たけなみ・山陽女子
32 2014 広島 上野・岡崎 広島 崇徳高校 森川・俣賀 山口 野田学園高
33 2015 広島 岡崎・山浦 広・岡 崇徳高校・ﾁｪﾘｰTC 細木・宮内 島根 開星高校
34 2016 広島 田中･紀村 山口 ｳｲﾅｰｽﾞ・ﾐｽﾞﾉTC 猪川・岡垣 岡山 岡山学芸館高
35 2017 広島 田中･紀村 広・山 広陵高校・ﾐｽﾞﾉTC 宗和・徳安 山口 野田学園高
36 2018 岡山 豊島・高木 岡山 関西高校 近藤・鈴木 山口 野田学園高
37 2019 島根 岩本･髙　 岡山 関西高校 中島･齋藤 岡山 岡山学芸館高
38 2020 中止



中国ジュニア 歴代優勝者

男子１４歳以下シングルス 女子１４歳以下シングルス
1 1983 山口 大林　　　章 岡山 天満屋S 江副　奈津子 岡山 山陽女子中
2 1984 広島 金島　　和司 広島 福山ロイヤル 遠藤　　　愛 広島 福山ＬＴＣ
3 1985 岡山 松永　　晃一 岡山 千成ＬＴＣ 遠藤　　　愛 広島 福山ＬＴＣ
4 1986 山口 近藤　　崇雄 岡山 倉敷ジュニア 前原　　裕美 岡山 山陽女子中
5 1987 広島 宮地　弘太郎 広島 福山ＬＴＣ 井上　ひとみ 広島 諏訪ＬＴＣ
6 1988 岡山 江口　慎太郎 岡山 倉敷ジュニア 井上　ひとみ 広島 諏訪ＬＴＣ
7 1989 山口 坂戸　　宏道 広島 芸南ＬＴＣ 高谷　奈々恵 岡山 山陽女子中
8 1990 広島 山本　　裕輔 山口 いのうえＴＧ 尾崎　　麻衣 岡山 石川ＴＳ
9 1991 岡山 高田　　義久 岡山 東山ＧＴＣ 仁禮　さわ子 広島 安田女子中

10 1992 山口 中川　　儀昭 広島 楽々園ＴＣ 佐藤　　直子 山口 ふくいＴＣ
11 1993 山口 国吉　　智規 山口 ふくいＴＣ 佐藤　　直子 山口 ふくいＴＣ
12 1994 岡山 石川　　昌平 岡山 石川ＴＳ 五藤　かおり 岡山 山陽女子中
13 1995 広島 末田　　　英 広島 福山RＴＣ 実成　　春香 岡山 石川ＴＳ
14 1996 広島 末田　　　英 広島 福山RＴＣ 垂井　絵里香 岡山 山陽女子中
15 1997 岡山」 菅　　　　悠 広島 芸南ＬＴＣ 垂井　絵里香 岡山 山陽女子中
16 1998 山口 伊東　　大樹 岡山 関西高校 原　　　由紀代 岡山 山陽女子中
17 1999 島根 徳毛　　真也 岡山 岡山中学校 加藤　夕香子 山口 カトウＴＣ
18 2000 広島 高木　　智央 鳥取 遊ポート 加藤　夕香子 山口 カトウＴＣ
19 2001 山口 富田　　玄輝 岡山 アサヒＴＣ 吉岡　　　舞 山口 ふくいＴＣ
20 2002 鳥取　 加藤　乃己 山口 カトウTC 伊藤　綾香 広島 アキラITC
21 2003 広島 的野　貴介 島根 チームグリーン 伊藤　綾香 広島 アキラITC
22 2004 広島 井上　悠冴 広島 NBTG 小田　彩織 広島 五日市TC
23 2005 広島 浜脇　康人 岡山 柳生園TC 伊藤　優花 山口 山口オーサンス

24 2006 広島 井原　諒人 岡山 柳生園TC 西本　恵 山口 山口オーサンス

25 2007 広島 梶下　怜紀 広島 Tension 西本　恵 岡山 柳生園TC
26 2008 広島 岡本　大輝 山口 ふくいＴＣ 二宮　真琴 広島 ＮＢTG
27 2009 広島 橋本　祐典 島根 グリーンベアーズ 梶　杏菜 広島 西条ﾛｲﾔﾙTC
28 2010 広島 橋本　祐典 島根 グリーンベアーズ 小池　颯紀 広島 ＮＢTG
29 2011 広島 徳田　廉大 広島 みなみ坂TS 小池　颯紀 広島 ＮＢTG
30 2012 広島 井上　幹基 山口 ﾚｵｰﾈ山口 俣賀　瑞希 山口 山口ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ
31 2013 広島 樋口　廣太郎 広島 やすいそ庭球部 平田　歩 岡山 柳生園ＴＣ
32 2014 広島 星木　昇 山口 ＪＨＴＣ 細木　咲良 島根 開星中学
33 2015 広島 田中　謙太郎 山口 ウイナーズTC 酒井　凜 広島 やすいそ庭球部
34 2016 広島 磯村　志 広島 やすいそ庭球部 新見　小晴 岡山 柳生園ＴＣ
35 2017 広島 髙　悠亜 広島 UP.Set 久保　杏夏 広島 Ｔ-Ｓｔｅｐ
36 2018 岡山 岩本　晋之介 島根 吉賀町テニス連盟 髙　絢果 広島 UP.Set
37 2019 島根 佐々木　唯人 岡山 柳生園TC 藤永　萌花 山口 トゥネＴＣ
38 2020 中止

男子１４歳以下ダブルス 女子１４歳以下ダブルス
1 1983 山口 大林・長谷川 岡山 天満屋・倉敷 江副・遠藤 岡山 山陽女・福山L
2 1984 広島 益田・小谷 広島 伴・熊野 重政・遠藤 鳥広 鳥大・福山L
3 1985 岡山 松永・矢田部 岡山 千成ＬＴＣ 遠藤・中鶴 広島 上本S・五日市
4 1986 山口 松永・石田 岡山 芸南・石田 前原・大越 岡山 山陽女子中
5 1987 広島 井上・尾崎 広島 諏訪ＬＴＣ 兼森・大竹山 広島 芸南GTC
6 1988 岡山 江口・竹下 岡山 倉敷ジュニア 井上・兼森 広島 安佐・芸南
7 1989 山口 岡野・尾崎 岡山 石川ＴＳ 尾崎・石川 岡山 石川TS
8 1990 広島 山本・長廣 山口 いのうえ・ＵＧＫ 仁禮・小谷 広島 安田中・芸南
9 1991 岡山 高田・竹下 岡山 東山・倉敷 井上・来栖梨 広島 楽々園・芸南

10 1992 山口 梶川・中川 広島 安佐L・楽々園 前田・来栖梨 広島 上本・芸南
11 1993 山口 伊東・内山 岡山 ﾗｽﾀｯﾄ・操山中 坪田・山田 岡山 山陽女子中
12 1994 岡山 石川・中塚 岡山 石川ＴＳ 五藤・鍛冶 岡山 山陽女子中
13 1995 広島 末田・中根 広島 福山R・松永L 実成・曙 岡山 石川・東山
14 1996 広島 福間・舟木 島根 ﾁｰﾑｸﾞﾘｰﾝ 垂井・平松 岡山 山陽女子中
15 1997 岡山」 伊東・坪田 岡山 ラスタット 垂井・原 岡山 山陽女子中
16 1998 山口 坪田・伊東 岡山 ラスタット 原・山田 岡山 山陽女子中
17 1999 島根 徳毛・山下 岡山 岡山中・柳生園 加藤・猿田 山口 カトウＴＣ
18 2000 広島 冨田・三村 広島 松永ＬＴＣ 加藤・猿田 山口 カトウＴＣ
19 2001 山口 冨田・加藤 広・山 松永Ｌ・カトウ 村田・高原 鳥・広 遊ポート・広島女学院中

20 2002 鳥取 加藤・猿田 山口 カトウTC 吉岡・伊藤 山・広 ふくい・アキラ
21 2003 広島 猿田・高木 山・鳥 カトウ・遊ポート 楠瀬・大竹 鳥取 サニー・遊ポート

22 2004 広島 井上・平岡 広島 NB・芸南 大竹・大麻 鳥取 遊ポート
23 2005 広島 平岡・高原 広島 芸南・修道中 飯沼・大麻 島・鳥 グリーンベアーズ・遊ポート

24 2006 広島 矢野・的野 島根 出雲・ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞｱｰｽﾞ 村上・山下 広島 松永・ＮＢ
25 2007 広島 片山・内田 岡山 石川ＴＳ 西本・河原 岡山 柳生園・石川
26 2008 広島 岡本･伊藤 山口 ふくい・ｵｰｻﾝｽ 二宮・小林 広島 ＮＢTG
27 2009 広島 山崎･清水 山口 ｵｰｻﾝｽ・UBE 梶・岡村 広・岡 西条R・アサヒ
28 2010 広島 橋本・堀 島・岡 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞｱｽﾞ・小郷 横田・渡辺 広･山 NB・岩国ｼﾞｭﾆｱ
29 2011 広島 神房・榊原 岡山 ラスタット 小池･永嶋 広島 ＮＢTG
30 2012 広島 樋口・竹野 広島 やすいそ庭球部 俣賀・中塚 山・広 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ・たけなみ
31 2013 広島 樋口・岡崎 広島 やすいそ・T-Step 永嶋・梶下 広島 ＮＢTG・Tension
32 2014 広島 星木・大田 山口 ＪＨＴＣ・山口ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 細木・横山 島・岡 開星・ﾗｽﾀｯﾄ
33 2015 広島 田中･小林 山・岡 ｳｲﾅｰｽﾞ・たけなみ 酒井・友永 広島 やすいそ庭球部・広大附属
34 2016 広島 磯村・木本 広・山 やすいそ・山口ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ 新見・小林 岡山 柳生園・ＪＦＴＣ
35 2017 広島 高・宮川 広島 UPSet・NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 中島・久保 岡・広 TC ART・T-Step
36 2018 岡山 岩本・藤高 島・岡 吉賀町・チェリー 大高・河野 岡山 山陽女子中
37 2019 島根 片山･間野 岡山 チェリーＴＣ 中岡・藤本 広島 やすいそ庭球部･Tension
38 2020 中止



中国ジュニア 歴代優勝者

男子１２歳以下シングルス 女子１２歳以下シングルス
1 1983 山口 松永　　次郎 山口 いのうえＴＧ 薦田　　裕子 広島 海南田小
2 1984 広島 小谷　　幸三 広島 芸南ＧＴＣ 前原　　裕美 岡山 東山ＧＴＣ
3 1985 岡山 宮地　弘太郎 広島 福山ＲＴＣ 尾崎　　千奈 岡山 石川ＴＳ
4 1986 山口 宮地　弘太郎 広島 福山ＲＴＣ 井上　ひとみ 広島 諏訪ＬＴＣ
5 1987 広島 岡野　　拓史 岡山 石川ＴＳ 福原　　亜矢 広島 芸南ＧＴＣ
6 1988 岡山 木下　洋次郎 山口 ふくいＴＣ 小谷　　幸江 広島 芸南ＧＴＣ
7 1989 山口 長廣　　　渉 山口 ＵＧＫＴＣ 仁禮　さわ子 広島 諏訪ＬＴＣ
8 1990 広島 中川　　儀昭 広島 リョーコーＴＣ 前田　　真美 広島 福山ＬＴＣ
9 1991 岡山 国吉　　智規 広島 松永ＬＴＣ 佐藤　　直子 山口 カトウＴＣ

10 1992 山口 国吉　　智規 山口 ふくいＴＣ 高橋　　　舞 広島 チームＴＫ
11 1993 山口 城下　　政則 鳥取 サニーＴＳ 実成　　春香 岡山 石川ＴＳ
12 1994 岡山 末田　　　英 広島 福山ＲＴＣ 川口　　理恵 岡山 ラスタットＴＣ
13 1995 広島 伊賀　　星道 岡山 柳生園ＴＣ 浦上　　萌子 岡山 東山ＧＴＣ
14 1996 広島 伊東　　大樹 岡山 ラスタットＴＣ 猿田　　法子 山口 カトウＴＣ
15 1997 岡山 徳毛　　真也 岡山 岡山中学校 猿田　　泰子 山口 カトウＴＣ
16 1998 山口 冨田　　陽介 広島 松永ＬＴＣ 加藤　夕香子 山口 カトウＴＣ
17 1999 島根 冨田　　陽介 広島 松永ＬＴＣ 吉岡　　　舞 山口 ふくいＴＣ
18 2000 広島 加藤　　乃己 山口 カトウＴＣ 吉岡　　　舞 山口 ふくいＴＣ
19 2001 山口 錦織　　　圭 島根 チームグリーン 上原　　典子 広島 ＮＢＴＣ
20 2002 鳥取 井上　悠冴 広島 NBTG 小田　彩織 広島 五日市TC
21 2003 広島 田村　　礼 島根 UMEZU JR TT 大麻　智尋 鳥取 遊ポートTC
22 2004 広島 田村　　礼 島根 グリーンベアーズ 山下　萌子 広島 ＮＢＴG
23 2005 広島 岡本　大輝 山口 ふくいＴＣ 横井　雪乃 山口 MK塾
24 2006 広島 岡本　大輝 山口 ふくいＴＣ 川島　知枝 広島 やすいそ庭球部
25 2007 広島 橋本　祐典 島根 グリーンベアーズ 梶　　杏菜 広島 芸南ＧＴＣ
26 2008 広島 橋本　祐典 島根 グリーンベアーズ 横田　遥菜 広島 ＮＢTG
27 2009 広島 徳田　廉大 広島 みなみ坂TS 森川　菜花 山口 ふくいＴＣ
28 2010 広島 徳田　廉大 広島 みなみ坂TS 森川　菜花 山口 ふくいＴＣ
29 2011 広島 樋口　廣太郎 広島 やすいそ庭球部 金山　晴菜 広島 やすいそ庭球部
30 2012 広島 星木　昇 山口 ＪＨＴＣ 細木　咲良 島根 開星中学
31 2013 広島 三宅　悠介 岡山 ラスタットＴＣ 酒井　凜 広島 やすいそ庭球部
32 2014 広島 手嶋　海陽 山口 岩国ｼﾞｭﾆｱ 新見　小晴 岡山 柳生園ＴＣ
33 2015 広島 磯村　志 広島 やすいそ庭球部 中島　玲亜 岡山 石川ＴＳ
34 2016 広島 岩本　晋之介 山口 ツルガハマＴＣ 久保　杏夏 広島 Ｔ-Ｓｔｅｐ
35 2017 広島 小野クリストファー滉生 岡山 たけなみTA 高　絢果 広島 UP.Set
36 2018 岡山 小野クリストファー滉生 岡山 たけなみTA 上野　梨咲 広島 やすいそ庭球部
37 2019 島根 高橋　廉汰朗 岡山 たけなみTA 井上　季子 広島 やすいそ庭球部
38 2020 中止

男子１２歳以下ダブルス 女子１２歳以下ダブルス
1 1983 山口 今田・今田 山口 サングリーン 薦田・仁禮 広島 海南田・諏訪
2 1984 広島 宮地・石田 広島 福山Ｒ・石田７ 上戸・兼森 広島 芸南ＧＴＣ
3 1985 岡山 白木・大村 山口 サングリーン 宮原・星木 山口 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ・ふくい

4 1986 山口 江口・竹下 岡山 倉敷ジュニア 兼森・大竹山 広島 芸南ＧＴＣ
5 1987 広島 岡野・尾崎 岡山 石川ＴＳ 藤原・藤原 広島 ＲＲＴＣ
6 1988 岡山 木下・安村 山口 ふくい・いのうえ 杉本・安井 岡山 東山ＧＴＣ
7 1989 山口 長廣・柳井 山口 ＵＧＫＴＣ 尾崎・山成 岡山 石川・天満屋
8 1990 広島 河内・梶川 広島 安佐ＬＴＣ 前田・栗栖 広島 福山Ｌ・諏訪
9 1991 岡山 河内・国吉 広島 安佐・松永 佐藤・国重 山口 カトウ・UGKTC

10 1992 山口 弘田・国吉 山口 ｵﾚﾝｼﾞ・ふくい 平　・豊田 広島 松永ＬＴＣ
11 1993 山口 末田・中根 広島 福山Ｒ・松永 平　・豊田 広島 松永ＬＴＣ
12 1994 岡山 中根・末田 広島 松永・福山Ｒ 川口・木元 岡山 ラスタットＴＣ
13 1995 広島 伊賀・佐藤 広島 柳生園ＴＣ 高山・藤原 山口 ﾂﾙｶﾞﾊﾏ・フジイ
14 1996 広島 伊東・坪田 岡山 ラスタットＴＣ 猿田法・佐田 山口 カトウＴＣ
15 1997 岡山」 浦上・粕谷 岡山 東山ＧＴＣ 猿田泰・加藤 山口 カトウＴＣ
16 1998 山口 岡田・横山 広島 芸南・松永 猿田泰・加藤 山口 カトウＴＣ
17 1999 島根 城口・富田 岡山 柳生園・ｱｻﾋ 藤井・高原 広島 ﾗｲｸ福山広島女学院

18 2000 広島 加藤・猿田 山口 カトウＴＣ 吉岡・長 山口 ふくい・カトウ
19 2001 山口 錦織・的野　 島根 伊藤・上原 広島 アキラ・NBTG
20 2002 な　し な　し
21 2003 広島 人見・服部 岡山 柳生園ＴＣ 大麻・松田 鳥取 遊ポート・スティーブ

22 2004 広島 田村・広瀬 島・岡 山下・村上 広島 NB・松永
23 2005 広島 岡本・松冨 山口 ふくい・UBE72 西本・二宮 広島 やすいそ・NB
24 2006 広島 岡本・伊藤 山口 山口オーサンス 川島・梶 広島 やすいそ･芸南
25 2007 広島 河野・萱野 岡山 倉敷Ｊ・ﾁｪﾘｰ 梶・山根 広・鳥 芸南・ｻﾆｰ
26 2008 広島 平田・前崎 岡山 柳生園・高屋 渡辺・森川 山口 岩国Jr・ふくい
27 2009 広島 新見･所司 岡山 柳生園ＴＣ 俣賀・森川 山口 山口ｻﾝｸﾞﾘｰﾝTC
28 2010 広島 徳田･堀 広・岡 みなみ坂・小郷 俣賀・森川 山口 ｵｰｻﾝｽ・ふくい
29 2011 広島 樋口・岡崎 広島 やすいそ・T-Step 平田・綾部 岡山 柳生園ＴＣ
30 2012 広島 秋吉・阿部 広島 みなみ坂・T-Step 細木・横山 島・岡 開星・ﾗｽﾀｯﾄ
31 2013 広島 福永・紀村 山口 ﾚｵｰﾈ山口・ﾐｽﾞﾉTS 酒井・牧 広島 やすいそ・庭球館
32 2014 広島 桑原・手嶋 山口 山口ﾃﾆｽ・岩国Jr 若栗・久保 広島 Tension・ＮＢTG
33 2015 広島 磯村・蔵田 広島 やすいそ・アキラITC 吉本・豊田 山口 ｱﾙﾌｧTC・ﾐｽﾞﾉTS岩国
34 2016 広島 岩本・藤高 山・岡 ﾂﾙｶﾞﾊﾏ・ﾁｪﾘｰTC 大高・片山 岡山 柳生園ＴＣ
35 2017 広島 間野・片山 岡山 チェリーTC 河野・高 岡･広 ﾁｪﾘｰTC・UP.Set
36 2018 岡山 小野・渡邊 岡山 たけなみ･ラスタット 河野・戸坂 岡山 ﾁｪﾘｰTC・山陽女子中
37 2019 島根 中島･高橋 岡山 every TC･たけなみTA 上野・井上 広島 やすいそ庭球部
38 2020 中止

チームグリーン・グリーンベアーズ

グリーンベアーズ・ラスタット
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