
【ジュニア＿全小】2021全国小学生　中国予選

BS-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

    
1 ラスタットＴＣ 岡山  溝手 倫太朗 [1]  

    溝手 倫太朗 [1]
2 たけなみＴＡ 岡山  髙森 太吏郎 8-4  

     溝手 倫太朗 [1]
3 いのうえＴＧ 山口  山本 直生  8-4

    山本 直生  
4 やすいそ庭球部 広島  山田 悠世 8-3  

     溝手 倫太朗 [1]
5 ラスタットＴＣ 岡山  亀山 竜之介  8-5

    廣江 健生  
6 ＳＴＥＶＥ 鳥取  廣江 健生 9-8(5)  

     安立 紳平 [5]
7 やすいそ庭球部 広島  髙川 空澄  8-0

    安立 紳平 [5]  
8 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根  安立 紳平 [5] 8-0  

     角南 叶多 [3]
9 ラスタットＴＣ 岡山  角南 叶多 [3]  6-3 6-1

    角南 叶多 [3]  
10 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根  西村 颯真 8-4  

     角南 叶多 [3]
11 いのうえＴＧ 山口  中島 大悟  8-0

    中島 大悟  
12 アポロＴＣ 鳥取  柳生 奏 8-6  

     角南 叶多 [3]
13 ラスタットＴＣ 岡山  吉武 蕾音  8-6

    吉武 蕾音  
14 ＭＵＧＥＮ 広島  広瀬 慶明 8-5  

     吉武 蕾音

15
大和オレンジボール

ＴＣ 山口  石田 宗一郎  8-1
    小櫻 空芽 [8]  

16 グリーンベアーズ 島根  小櫻 空芽 [8] 8-5  
     角南 叶多 [3]

17 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島  森原 千一郎 [7]  6-7(8) 6-4 6-3
    森原 千一郎 [7]  

18 ＳＴＥＶＥ 鳥取  米本 叶芽 8-6  
     森本 大駿

19 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根  吉田 涼  8-3
    森本 大駿  

20 アサヒＴＣ 岡山  森本 大駿 8-3  
     和気 義章 [4]

21 スポｎｅｔなんぶ 鳥取  井上 忠信  8-5
    山崎 敬史  

22 いのうえＴＧ 山口  山崎 敬史 8-0  
     和気 義章 [4]

23 グリーンベアーズ 島根  井ノ迫 諒太  8-6
    和気 義章 [4]  

24 スフィーダＴＣ 岡山  和気 義章 [4] 8-0  
     松本 悠希 [2]

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

26 アサヒＴＣ 岡山  大平 晴仁 8-5  
     錦織 陽太 [6]

27 柳生園ＴＣ 岡山  柴原 世凪  8-0
    山中 佑記  

28 やすいそ庭球部 広島  山中 佑記 8-5  
     松本 悠希 [2]

29 いのうえＴＧ 山口  松永 新平  8-2
    川元 秀五  

30 やすいそ庭球部 広島  川元 秀五 8-3  
     松本 悠希 [2]

31 境港ジュニア 鳥取  中井 蒼真  8-2
    松本 悠希 [2]  

32 アサヒＴＣ 岡山  松本 悠希 [2] 8-0
     
   溝手 倫太朗 [1]  
    溝手 倫太朗 [1]
   和気 義章 [4] 6-1 6-1
    
   



BS - コンソレドロー
所属団体 St. 国 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
1 たけなみＴＡ 岡山  髙森 太吏郎  

    髙森 太吏郎

2 やすいそ庭球部 広島  山田 悠世 9-8(1)  
     髙川 空澄

3 ラスタットＴＣ 岡山  亀山 竜之介  8-5
    髙川 空澄  

4 やすいそ庭球部 広島  髙川 空澄 8-5  
     西村 颯真

5 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根  西村 颯真  8-3
    西村 颯真  

6 アポロＴＣ 鳥取  柳生 奏 8-5  
     西村 颯真

7 ＭＵＧＥＮ 広島  広瀬 慶明  8-2
    石田 宗一郎  

8
大和オレンジボール

ＴＣ 山口  石田 宗一郎 8-2  
     西村 颯真

9 ＳＴＥＶＥ 鳥取  米本 叶芽  8-1
    米本 叶芽  

10 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根  吉田 涼 8-4  
     米本 叶芽

11 スポｎｅｔなんぶ 鳥取  井上 忠信  8-2
    井ノ迫 諒太  

12 グリーンベアーズ 島根  井ノ迫 諒太 8-2  
     大平 晴仁

13 アサヒＴＣ 岡山  大平 晴仁  8-4
    大平 晴仁  

14 柳生園ＴＣ 岡山  柴原 世凪 8-3  
     大平 晴仁

15 いのうえＴＧ 山口  松永 新平  8-5
    松永 新平  

16 境港ジュニア 鳥取  中井 蒼真 8-4
     
   髙川 空澄  
    米本 叶芽

   米本 叶芽 9-7
    
   

BS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. 国 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   MD Pos 5-8 安立 紳平 [5]  
    吉武 蕾音

   吉武 蕾音 6-4 3-6 6-2  
     錦織 陽太 [6]
   森本 大駿  7-5 6-3
    錦織 陽太 [6]  
   錦織 陽太 [6] 3-6 6-3 6-1
    
   安立 紳平 [5]  
    安立 紳平 [5]
   森本 大駿 4-6 6-4 6-1
     

1 いのうえＴＧ 山口  山本 直生  
    山本 直生

2 ＳＴＥＶＥ 鳥取  廣江 健生 8-2  
     山本 直生

3 いのうえＴＧ 山口  中島 大悟  8-2
    小櫻 空芽 [8]  

4 グリーンベアーズ 島根  小櫻 空芽 [8] 8-5  
     山崎 敬史

5 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島  森原 千一郎 [7]  8-4
    山崎 敬史  

6 いのうえＴＧ 山口  山崎 敬史 8-2  
     山崎 敬史

7 やすいそ庭球部 広島  山中 佑記  8-3
    山中 佑記  

8 やすいそ庭球部 広島  川元 秀五 9-7
     
   小櫻 空芽 [8]  
    山中 佑記

   山中 佑記 8-3
     



   MD Pos 13-16 廣江 健生  
    中島 大悟

   中島 大悟 8-2  
     川元 秀五

   森原 千一郎 [7]  8-3
    川元 秀五  
   川元 秀五 8-6
    
   廣江 健生  
    森原 千一郎 [7]
   森原 千一郎 [7] 8-1
    
   

BS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. 国 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   CD Pos 21-24 髙森 太吏郎  
    石田 宗一郎

   石田 宗一郎 8-5  
     松永 新平

   井ノ迫 諒太  8-4
    松永 新平  
   松永 新平 8-4
    
   髙森 太吏郎  
    髙森 太吏郎

   井ノ迫 諒太 8-2
     

1 やすいそ庭球部 広島  山田 悠世  
    山田 悠世

2 ラスタットＴＣ 岡山  亀山 竜之介 8-4  
     広瀬 慶明

3 アポロＴＣ 鳥取  柳生 奏  8-6
    広瀬 慶明  

4 ＭＵＧＥＮ 広島  広瀬 慶明 8-3  
     吉田 涼

5 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根  吉田 涼  8-1
    吉田 涼  

6 スポｎｅｔなんぶ 鳥取  井上 忠信 8-4  
     吉田 涼

7 柳生園ＴＣ 岡山  柴原 世凪  8-3
    柴原 世凪  

8 境港ジュニア 鳥取  中井 蒼真 8-2
     
   山田 悠世  
    柴原 世凪

   柴原 世凪 8-4
     
   CD Pos 29-32 亀山 竜之介  
    亀山 竜之介

   柳生 奏 8-2  
     亀山 竜之介

   井上 忠信  8-3
    井上 忠信  
   中井 蒼真 8-1
    
   柳生 奏  
    柳生 奏
   中井 蒼真 9-7
    
   



【ジュニア＿全小】2021全国小学生　中国予選

GS-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

    
1 ラスタットＴＣ 岡山  樽床 風音 [1]  

    樽床 風音 [1]
2 トゥネＴＣ 山口  渡辺 和水 8-0  

     樽床 風音 [1]
3 やすいそ庭球部 広島  田中 愛  8-0

    田中 愛  
4 サニーＴＳ 鳥取  森吉 彩瑛 8-0  

     樽床 風音 [1]
5 ラスタットＴＣ 岡山  五藤 里保  8-1

    五藤 里保  
6 ＮＢテニスガーデン 広島  小笹 悠夏 8-4  

     五藤 里保

7 グリーンベアーズ 島根  勝部 陽日  8-4
    重永 莉子 [8]  

8 アルファＴＣ 山口  重永 莉子 [8] 8-4  
     渡辺 葵依 [3]

9 ＮＢテニスガーデン 広島  渡辺 葵依 [3]  7-6(4) 6-3
    渡辺 葵依 [3]  

10 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山  永倉 聖理奈 8-0  
     渡辺 葵依 [3]

11 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山  新開 菫  8-0
    新開 菫  

12 サニーＴＳ 鳥取  赤井 優月 8-3  
     渡辺 葵依 [3]

13 ＮＢテニスガーデン 広島  眞鍋 結衣  8-5
    眞鍋 結衣  

14 加茂遊学ＳＣ 島根  佐藤 彩海 8-3  
     西山 日向 [7]

15 いのうえＴＧ 山口  古澤 未來  9-7
    西山 日向 [7]  

16 ラスタットＴＣ 岡山  西山 日向 [7] 8-1  
     渡辺 葵依 [3]

17 やすいそ庭球部 広島  藤山 羽優 [6]  6-4 6-0
    藤山 羽優 [6]  

18 境港ジュニア 鳥取  木村 咲乃 8-0  
     藤山 羽優 [6]

19 たけなみＴＡ 岡山  日田 杷冴  8-2
    河口 菜々美  

20 ツルガハマＴＣ 島根  河口 菜々美 8-5  
     藤本 芽衣奈 [4]

21 ＮＢテニスガーデン 広島  柴山 那奈  8-5
    柴山 那奈  

22 ふくいＴＣ 山口  飯田 茜 8-1  
     藤本 芽衣奈 [4]

23 Ｉ出雲 島根  池淵 ひかり  8-1
    藤本 芽衣奈 [4]  

24 ラスタットＴＣ 岡山  藤本 芽衣奈 [4] 8-2  
     中原 萌 [5]

25 たけなみＴＡ 岡山  中原 萌 [5]  2-6 6-2 7-5
    中原 萌 [5]  

26 アルファＴＣ 山口  青木 陽咲 8-1  
     中原 萌 [5]

27 みなみ坂ＴＳ 広島  小田 朱莉  8-4
    土海 環  

28 境港ジュニア 鳥取  土海 環 8-2  
     中原 萌 [5]

29 ラスタットＴＣ 岡山  蓬莱 小春  8-2
    蓬莱 小春  

30 グリーンベアーズ 島根  押川 美月 8-2  
     蓬莱 小春

31 境港ジュニア 鳥取  大根 花菜  8-6
    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] 8-0
     
   樽床 風音 [1]  
    樽床 風音 [1]
   藤本 芽衣奈 [4] 6-4 6-4
    
   



GS - コンソレドロー
所属団体 St. 国 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
1 トゥネＴＣ 山口  渡辺 和水  

    渡辺 和水

2 サニーＴＳ 鳥取  森吉 彩瑛 w.o.  
     渡辺 和水

3 ＮＢテニスガーデン 広島  小笹 悠夏  8-1
    小笹 悠夏  

4 グリーンベアーズ 島根  勝部 陽日 8-6  
     永倉 聖理奈

5 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山  永倉 聖理奈  8-1
    永倉 聖理奈  

6 サニーＴＳ 鳥取  赤井 優月 8-0  
     永倉 聖理奈

7 加茂遊学ＳＣ 島根  佐藤 彩海  8-2
    佐藤 彩海  

8 いのうえＴＧ 山口  古澤 未來 8-4  
     永倉 聖理奈

9 境港ジュニア 鳥取  木村 咲乃  8-6
    日田 杷冴  

10 たけなみＴＡ 岡山  日田 杷冴 8-0  
     池淵 ひかり

11 ふくいＴＣ 山口  飯田 茜  8-4
    池淵 ひかり  

12 Ｉ出雲 島根  池淵 ひかり 8-2  
     池淵 ひかり

13 アルファＴＣ 山口  青木 陽咲  8-3
    小田 朱莉  

14 みなみ坂ＴＳ 広島  小田 朱莉 8-6  
     押川 美月

15 グリーンベアーズ 島根  押川 美月  8-3
    押川 美月  

16 境港ジュニア 鳥取  大根 花菜 w.o.
     
   渡辺 和水  
    押川 美月

   押川 美月 9-7
    
   

GS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. 国 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   MD Pos 5-8 五藤 里保  
    西山 日向 [7]
   西山 日向 [7] 7-5 6-2  
     西山 日向 [7]
   藤山 羽優 [6]  6-3 6-2
    蓬莱 小春  
   蓬莱 小春 6-1 6-1
    
   五藤 里保  
    藤山 羽優 [6]
   藤山 羽優 [6] 6-2 6-4
     

1 やすいそ庭球部 広島  田中 愛  
    重永 莉子 [8]

2 アルファＴＣ 山口  重永 莉子 [8] 8-4  
     眞鍋 結衣

3 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山  新開 菫  8-3
    眞鍋 結衣  

4 ＮＢテニスガーデン 広島  眞鍋 結衣 8-5  
     平田 里帆 [2]

5 ツルガハマＴＣ 島根  河口 菜々美  8-6
    柴山 那奈  

6 ＮＢテニスガーデン 広島  柴山 那奈 8-1  
     平田 里帆 [2]

7 境港ジュニア 鳥取  土海 環  8-0
    平田 里帆 [2]  

8
グリーンストーンヒルズ

＋Ｊ 広島  平田 里帆 [2] 8-0
     
   重永 莉子 [8]  
    重永 莉子 [8]
   柴山 那奈 8-5
     



   MD Pos 13-16 田中 愛  
    新開 菫
   新開 菫 8-4  
     土海 環
   河口 菜々美  8-4
    土海 環  
   土海 環 8-6
    
   田中 愛  
    河口 菜々美

   河口 菜々美 8-4
    
   

GS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. 国 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   CD Pos 21-24 小笹 悠夏  
    佐藤 彩海

   佐藤 彩海 8-2  
     日田 杷冴

   日田 杷冴  8-6
    日田 杷冴  
   小田 朱莉 8-4
    
   小笹 悠夏  
    小田 朱莉

   小田 朱莉 8-6
     

1 サニーＴＳ 鳥取  森吉 彩瑛  
    勝部 陽日

2 グリーンベアーズ 島根  勝部 陽日 w.o.  
     古澤 未來

3 サニーＴＳ 鳥取  赤井 優月  8-6
    古澤 未來  

4 いのうえＴＧ 山口  古澤 未來 8-1  
     青木 陽咲

5 境港ジュニア 鳥取  木村 咲乃  8-3
    飯田 茜  

6 ふくいＴＣ 山口  飯田 茜 8-1  
     青木 陽咲

7 アルファＴＣ 山口  青木 陽咲  8-3
    青木 陽咲  

8 境港ジュニア 鳥取  大根 花菜 w.o.
     
   勝部 陽日  
    勝部 陽日

   飯田 茜 8-6
     
   CD Pos 29-32 森吉 彩瑛  
    赤井 優月

   赤井 優月 w.o.  
     赤井 優月

   木村 咲乃  8-1
    木村 咲乃  
   大根 花菜 w.o.
    
   森吉 彩瑛  
    Bye
   大根 花菜  
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