
2022中国オープン山陰ジュニア大会 2022/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート

BS 18-予選　1／4 　　　　　　　グレードＢ

所属団体 Pref. Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者

柳生園ＴＣ 岡山 白須 昂【１７】

米子東高校 鳥取 門脇 智大 [1]  
   白須 昂 [17]

2   Bye   

    有田 陽葵

3 開星高校 島根 有田 陽葵  8-1

   有田 陽葵  

4 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬 貴章 8-1  
    有田 陽葵

5 開星高校 島根 ラバスティダ ケンジ  8-2

   ラバスティダ ケンジ  

6   Bye   

    植松 帆次郎

7   Bye  8-2

   植松 帆次郎  

8 アポロＴＣ 鳥取 植松 帆次郎   

    有田 陽葵 Q1
9 ＳＴＥＶＥ 鳥取 谷口 翔哉  8-4

   谷口 翔哉  

10   Bye   

    廣本 陽優

11   Bye  8-1

   廣本 陽優  

12 広島国際学院高校 広島 廣本 陽優   

    植田 悠介

13 関西高校 岡山 植田 悠介  8-3

   植田 悠介  
14   Bye   

    植田 悠介

15   Bye  8-4

   石川 泰丞 [10]  

16 出雲北陵高校 島根 石川 泰丞 [10]  

    
17 ＳＴＥＶＥ 鳥取 小松 優貴 [2]  

   小松 優貴 [2]
18   Bye   

    小松 優貴 [2]
19 出雲北陵高校 島根 嘉本 健太  8-0

   嘉本 健太  

20 米子北斗中学校 鳥取 赤井 駿斗 8-0  
    小松 優貴 [2]

21 開星中学 島根 岩田 銀治  8-2

   岩田 銀治  

22   Bye   

    岩田 銀治

23   Bye  8-4

   坂根 祐  

24 やすいそ庭球部 広島 坂根 祐   
    藤川 典真 [16] Q2

25 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽  8-1  

   米本 叶芽  

26   Bye   

    米本 叶芽

27   Bye  8-6

   安立 紳平  

28 ＵＭＥＺＵ　Ｊｒ．Ｔ．Ｔ 島根 安立 紳平   
    藤川 典真 [16] 

29 開星高校 島根 内田 優真  8-1  

   内田 優真  
30   Bye   

    藤川 典真 [16] 
31   Bye  8-0

   藤川 典真 [16]  
32 やすいそ庭球部 広島 藤川 典真 [16]  

    

1



2022/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート

BS 18-予選　2／4 　　　　　　　グレードＢ

33 境港ジュニア 鳥取 土海 悠太 [3]  
   土海 悠太 [3]

34   Bye   
    土海 悠太 [3]

35   Bye  w.o.

   周藤 孝明  

36 開星高校 島根 周藤 孝明   
    土海 悠太 [3] 

37 開星中学 島根 木村 真大  8-1  

   木村 真大  

38   Bye   

    木村 真大

39   Bye  8-6

   広瀬 慶明  

40 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬 慶明   
    土海 悠太 [3] Q3

41 出雲西高校 島根 勝部 晴  8-1  

   勝部 晴  

42   Bye   

    勝部 晴 

43   Bye  8-6  

   鍬本 侑輝  

44 アポロＴＣ 鳥取 鍬本 侑輝   
    中田 龍汰郎 [9] 

45 ハニ・Ｋａｍｉ 岡山 新潟 侍恩  8-4  

   新潟 侍恩  
46   Bye   

    中田 龍汰郎 [9] 
47   Bye  8-0  

   中田 龍汰郎 [9]  

48 開星高校 島根 中田 龍江汰郎 [9]  

    
49 米子高校 鳥取 森山 蒼太 [4]  

   森山 蒼太 [4] 
50   Bye   

    森山 蒼太 [4] 
51   Bye  8-5  

   廣友 奏太  

52 開星高校 島根 廣友 奏太   
    森山 蒼太 [4] 

53 グリーンベアーズ 島根 上山 奨天  8-1  

   上山 奨天  

54   Bye   

    広瀬 智章 

55   Bye  8-2  

   広瀬 智章  

56 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬 智章   
    森山 蒼太 [4] Q4

57 倉吉東高校 鳥取 丹後 智晴  8-4  

   丹後 智晴  

58   Bye   

    丹後 智晴 

59   Bye  8-0  

   杉原 亮太  

60 開星高校 島根 杉原 亮太   
    渡部 朔也 [11] 

61 アポロＴＣ 鳥取 山﨑 大麓  8-1  

   山﨑 大麓  
62   Bye   

    渡部 朔也 [11] 
63   Bye  8-0  

   渡部 朔也 [11]  

64 グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也 [11]  
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65 広島国際学院高校 広島 酒井 和 [5]  
   酒井 和 [5] 

66   Bye   
    酒井 和 [5] 

67   Bye  8-1  

   倉塚 陸  

68 大社高校 島根 倉塚 陸   
    酒井 和 [5] 

69 グリーンベアーズ 島根 鈴木 佑門  8-2  

   鈴木 佑門  

70   Bye   

    鈴木 佑門 

71   Bye  8-0  

   廣江 健生  

72 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江 健生   
    酒井 和 [5] Q5

73 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 坂宮 大樹  8-6  

   坂宮 大樹  

74   Bye   

    坂宮 大樹 

75   Bye  8-1  

   藤井 奏太  

76 ＵＭＥＺＵ　Ｊｒ．Ｔ．Ｔ 島根 藤井 奏太   

    坂宮 大樹 

77 開星高校 島根 野津 龍之介  8-5  

   野津 龍之介  

78   Bye   
    水津 碧翔 [14] 

79   Bye  8-2  

   水津 碧翔 [14]  
80 米子東高校 鳥取 水津 碧翔 [14]  

    
81 津山高専 岡山 青木 佑仁 [6]  

   青木 佑仁 [6] 
82   Bye   

    青木 佑仁 [6] 
83   Bye  8-3  

   原 俊輔  

84 さくらＳＳＣ 島根 原 俊輔   
    青木 佑仁 [6] 

85 浜っ子テニスクラブ 島根 田原 圭一朗  8-5  

   田原 圭一朗  

86   Bye   

    初沢 駿佑 

87   Bye  8-0  

   初沢 駿佑  

88 サニーテニス 鳥取 初沢 駿佑   
    青木 佑仁 [6] Q6

89 風の国ＴＣｊｒ 島根 古田 真拓  8-6  

   古田 真拓  

90   Bye   

    三好 啓斗 

91   Bye  8-4  

   三好 啓斗  

92 ＮＢテニスガーデン 広島 三好 啓斗   
    久佐 巧己 [13] 

93 サニーテニス 鳥取 岸田 拓真  8-2  

   岸田 拓真  

94   Bye   
    久佐 巧己 [13] 

95   Bye  w.o. 

   久佐 巧己 [13]  
96 浜田高校 島根 久佐 巧己 [13]  
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97 開星中学 島根 錦織 陽太 [7]  
   錦織 陽太 [7] 

98   Bye   
    小林 翠

99   Bye  8-3

   小林 翠  　

100 広島国際学院高校 広島 小林 翠   

    小林 翠

101 柳生園ＴＣ 岡山 白須 昂 　ドローNo.1へ  8-5

    

102   Bye   

    太田 翔

103   Bye   

   太田 翔  

104 遊ポートＴＣ 鳥取 太田 翔   

    小林 翠 Q7
105 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹  8-3

   金藤 宏樹  

106   Bye   

    角田 樹

107   Bye  8-4

   角田 樹  

108 開星中学 島根 角田 樹   
    山本 輝 [12]

109 安来高校 島根 山本 響也  8-6

   山本 響也  

110   Bye   
    山本 輝 [12]

111   Bye  8-5

   山本 輝 [12]  
112 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 輝 [12]  

    
113 開星中学 島根 西村 颯真 [8]  

   西村 颯真 [8] 
114   Bye   

    西村 颯真 [8] 
115   Bye  8-4  

   新 拓望  

116 米子北高校 鳥取 新 拓望   

    小櫻 空芽 

117 広陵高校 広島 瀧本 惺  8-6  

   瀧本 惺  

118   Bye   

    小櫻 空芽 

119   Bye  8-3  

   小櫻 空芽  

120 開星中学 島根 小櫻 空芽   
    香村 謙水 [15] Q8

121 米子東高校 鳥取 大本 明典  8-1  

   大本 明典  

122   Bye   

    大本 明典 

123   Bye  8-1  

   山本 瑛月  

124 安来高校 島根 山本 瑛月   
    香村 謙水 [15] 

125 出雲西高校 島根 江田 有輝  8-2  

   江田 有輝  

126   Bye   
    香村 謙水 [15] 

127   Bye  8-0  

   香村 謙水 [15]  
128 関西高校 岡山 香村 謙水 [15]  
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所属団体 Pref. Round 1 Round 2 Finals 予選勝者
   

1 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 晶帆 [1]  
   丸山 晶帆 [1] 

2   Bye   
    丸山 晶帆 [1] 

3 安田女子高校 広島 中村 瑠華  8-3  
   中村 瑠華  

4 出雲西高校 島根 矢野 姫穂 8-1   
    丸山 晶帆 [1] Q1

5 開星高校 島根 上山 夕貴  8-3  
   上山 夕貴  

6   Bye   
    竹友 夢莉 [11] 

7   Bye  8-1  
   竹友 夢莉 [11]  

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉 [11]  
    

9 岡山学芸館高校 岡山 河野 望奈 [2]  
   河野 望奈 [2] 

10   Bye   
    河野 望奈 [2] 

11 安田女子高校 広島 藤井 綾乃  8-0  
   藤井 綾乃  

12 岡山学芸館高校 岡山 島袋 華怜 w.o.  
    河野 望奈 [2] Q2

13 ＹＹｋｉｄｓ松江 島根 高嶋 奈愛  8-0  
   高嶋 奈愛  

14   Bye   
    竹内 澪穂 [13] 

15   Bye  8-0  
   竹内 澪穂 [13]  

16 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内 澪穂 [13]  
    

17 サニーテニス 鳥取 春山 のぞみ [3]  
   春山 のぞみ [3]

18   Bye   
    平野 彩葉

19 福山テニス王国 広島 宇根 小百々  9-8(5)
   平野 彩葉  

20 グリーンベアーズ 島根 平野 彩葉 8-1  
    濱本 弥 [16] Q3

21 出雲西高校 島根 影山 里桜  8-1
   影山 里桜  

22   Bye   
    濱本 弥 [16]

23   Bye  8-2
   濱本 弥 [16]  

24 安田女子高校 広島 濱本 弥 [16]  
    

25 倉吉東高校 鳥取 浜家 果子 [4]  
   浜家 果子 [4]

26   Bye   
    浜家 果子 [4]

27 安田女子高校 広島 北國 芽吹  9-8(5)
   北國 芽吹  

28 出雲西高校 島根 影山 うた 8-2  
    村田 結愛 [14] Q4

29 出雲西高校 島根 三原 心彩  8-6
   三原 心彩  

30   Bye   
    村田 結愛 [14]

31   Bye  8-0
   村田 結愛 [14]  

32 広陵高校 広島 村田 結愛 [14]  
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33 広陵高校 広島 平川 瑠菜 [5]  

   平川 瑠菜 [5]
34   Bye   

    平川 瑠菜 [5]
35 Ｉ出雲 島根 須田 優奈  8-2

   大槻 早菜  
36 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻 早菜 8-2  

    平川 瑠菜 [5] Q5
37 ＮＢテニスガーデン 広島 髙木 和  8-1

   髙木 和  

38   Bye   
    髙木 和

39   Bye  8-6
   井上 呼春 [15]  

40 鳥取城北高校 鳥取 井上 呼春 [15]  
    

41 やすいそ庭球部 広島 清瀧 海香 [6]  
   清瀧 海香 [6]

42   Bye   
    清瀧 海香 [6]

43   Bye  8-1
   陶山 結生  

44 松江南高校 島根 陶山 結生   
    清瀧 海香 [6] Q6

45 安田女子高校 広島 日髙 春奈  8-3
   日髙 春奈  

46   Bye   
    日髙 春奈

47   Bye  8-2
   細木 澪 [10]  

48 安来高校 島根 細木 澪 [10]  
    

49 ＮＢテニスガーデン 広島 久富 祐佳 [7]  
   久富 祐佳 [7]

50   Bye   
    久富 祐佳 [7]

51   Bye  8-1
   赤井 優月  

52 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月   
    久富 祐佳 [7] Q7

53 やすいそ庭球部 広島 折本 はな  8-4
   折本 はな  

54   Bye   
    池淵 綾華 [9]

55   Bye  8-5
   池淵 綾華 [9]  

56 出雲高校 島根 池淵 綾華 [9]  
    

57 ＵＰ．Ｓｅｔ 広島 中山 瑠七 [8]  
   中山 瑠七 [8]

58   Bye   
    中山 瑠七 [8]

59   Bye  9-7
   荒木 柚那  

60 鳥取湖陵高校 鳥取 荒木 柚那   
    佐藤 音羽 [12] Q8

61 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢  8-4
   藤本 怜矢  

62   Bye   
    佐藤 音羽 [12]

63   Bye  9-7
   佐藤 音羽 [12]  

64 グリーンベアーズ 島根 佐藤 音羽 [12]  
   



５月４日（水） ８：４５受付〆切

9　香村謙水
85

63 60

82 60 61
84

76(2) 63
13　土海悠太 62 60

98(4)
62 76(8)

83
82 63 Ret

62 61
3　藤川典真

N/S
62 63

W.O. 62 61

W.O
26 62 61

6　門脇智大
64 62

W.O. 16 76(4) 64

82
75 62

61 61

N/S 61 63

５月４日（水） ８：４５受付〆切

10　平川瑠菜
81

61 60

84 60 63
84

63 62

16　井上佳苗 64 62
W.O.

63 16 61

81
86 60 60

64 26 62
3　櫻井友子

86
W.O.

W.O. 62 60
85

64 64
8　櫻井利真

86 W.O.
60 60

83
6(4)7 62 62

63 63

84 W.O.

中国オープン山陰ジュニアテニス大会　男子シングルス

① 1 角 陽太 （ 開星高校 ・ 島根 

（グレードＢ）

）

2 島 笙太 （ 関西高校 ・ 岡山 ）

広島 ）

Q 4 森山 蒼太 （ 米子高校 ・ 鳥取 ）

Q 3 藤川 典真 （ やすいそ庭球部 ・

岡山 ）

6 門脇 智大 （ 米子東高校 ・ 鳥取 ）

③ 5 藤原 陸 （ 関西高校 ・

広島 ）

8 松浦 諄成 （ 開星高校 ・ 島根 ）

Q 7 小林 翠 （ 広島国際学院高校 ・

岡山 ）

Q 10 青木 佑仁 （ 津山高専 ・ 岡山 ）

Q 9 香村 謙水 （ 関西高校 ・

島根 ）

④ 12 浜田 理壱 （ 関西高校 ・ 岡山 ）

Q 11 有田 陽葵 （ 開星高校 ・

鳥取 ）

Q 14 酒井 和 （ 広島国際学院高校 ・ 広島 ）

Q 13 土海 悠太 （ 境港ジュニア ・

島根 ）

② 16 吉田 壮汰 （ 関西高校 ・ 岡山 ）

15 木村 優生 （ 開星高校 ・

３位決定戦

中国オープン山陰ジュニアテニス大会　女子シングルス

（グレードＣ）

① 1 藤本 麻璃花 （ 山陽女学園高校 ・ 広島 ）

2 浦野 仁美 （ 出雲高校 ・ 島根 ）

７位決定戦

3 櫻井 友子 （ 倉吉東高校 ・ 鳥取 ）

広島 ）

④ 5 遠藤 愛渚 （ インドアＴＳ広島 ・ 広島 ）

4 清瀧 海香 （ やすいそ庭球部 ・

8 櫻井 利真 （ ＳＴＥＶＥ ・

広島 ）

7 村田 結愛 （ 広陵高校 ・ 広島 ）

6 久富 祐佳 （ ＮＢテニスガーデン ・

鳥取 ）

9 佐藤 音羽 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ）

井上 季子 （ やすいそ庭球部 ・

広島 ）

11 丸山 晶帆 （ 柳生園ＴＣ ・ 岡山 ）

10 平川 瑠菜 （ 広陵高校 ・

64 16 61

8　松浦 諄成

12　浜田 理壱

② 16 井上 佳苗 （ やすいそ庭球部 ・

広島 ）

15 濱本 弥 （ 安田女子高校 ・ 広島 ）

14 竹友 夢莉 （ Ｓｃｒａｔｃｈ 

5　遠藤 愛渚

１３　河野 望奈

26 64 63

13　土海 悠太

４　清瀧 海香

１５　濱本 弥

広島 ）
７位決定戦 ３位決定戦

・

広島 ）

13 河野 望奈 （ 岡山学芸館高校 ・ 岡山 ）

③ 12



男子シングルス順位表（グレードＢ） 女子シングルス順位表（グレードＣ）

中国オープン山陰ジュニアテニス大会　シングルス

　順　位　表

1 角 陽太 ( 開星高校 ・ 島根 ) 広島 )1 井上 季子 ( やすいそ庭球部 ・

2 吉田 壮汰 ( 関西高校 ・ 岡山 ) 広島 )

3 浜田 理壱 ( 関西高校 ・ 岡山 )

2 藤本 麻璃花 ( 山陽女学園高校 ・

広島 )3 遠藤 愛渚 ( インドアＴＳ広島 ・

)

5 香村 謙水 ( 関西高校 ・ 岡山 )

4 河野 望奈 ( 岡山学芸館高校 ・

鳥取 )5 櫻井 友子 ( 倉吉東高校 ・

4

木村 優生 ( 開星高校 ・ 島根 )

岡山松浦 諄成 ( 開星高校 ・ 島根 )

広島 )

7 土海 悠太 ( 境港ジュニア ・ 鳥取 )

6 久富 祐佳 ( ＮＢテニスガーデン ・

広島 )7 濱本 弥 ( 安田女子高校 ・

6

島 笙太 ( 関西高校 ・ 岡山 )

⑨
～

⑫
青木 佑仁 ( 津山高専 ・ 岡山

門脇 智大 ( 米子東高校 ・ 鳥取 )

)

広島 )

藤原 陸 ( 関西高校 ・ 岡山 )

8 清瀧 海香 ( やすいそ庭球部 ・

広島 )

⑨
～

⑫

平川 瑠菜 ( 広陵高校 ・

井上 佳苗 ( やすいそ庭球部 ・

丸山 晶帆 ( 柳生園ＴＣ ・

)

岡山 )

広島 )

鳥取 )

⑬
～

⑯

森山 蒼太 ( 米子高校 ・

) 櫻井 利真 ( ＳＴＥＶＥ ・藤川 典真 ( やすいそ庭球部 ・ 広島

島根

・

小林 翠 ( 広島国際学院高校 ・ 広島 )

広島Ｓｃｒａｔｃｈ

鳥取 )

)

広島 )

有田 陽葵 ( 開星高校 ・ 島根 )

⑬
～

⑯

浦野 仁美 ( 出雲高校 ・

村田 結愛 ( 広陵高校 ・

竹友 夢莉 (

)

( ・ )

) ( ・酒井 和 ( 広島国際学院高校 ・ 広島

)

( ・ )

( ・

)

( ・ )

( ・

)

( ・ )

( ・

)

( ・ )

( ・

)(

( ・ )

・

)

( ・ )

( ・

)(

)

( ・ )

( ・

)( ・

( ・ )

・

( ・ )

)

( ・ )

( ・

)( ・

( ・ ) )

( ・ )

( ・

)( ・

)

( ・ )

( ・( ・ )

( ・ ) )( ・

)( ・



2022中国オープン山陰ジュニア大会　2022/5/3-5　ヤマタスポーツパーク

BD 18-本戦

所属団体 Pref. Round 1 Qf Sf Final 勝者

開星高校 島根 松浦 諄成 [1] 

1 開星高校 島根 角 陽太 松浦 諄成

   角 陽太 

2   Bye  松浦 諄成

開星高校 島根 廣友 奏太  角 陽太 

3 開星高校 島根 有田 陽葵 廣友 奏太 8-4  

ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬 智章 有田 陽葵  

4 ＭＵＧＥＮ 広島 広瀬 貴章 9-8(5)  松浦 諄成

米子東高校 鳥取 大本 明典 [3]  角 陽太 

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 小松 優貴 渡部 朔也 8-4  

グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也 角田 樹  

6 開星中学 島根 角田 樹 8-4  山本 輝 

Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 輝  廣本 陽優 

7 広島国際学院高校 広島 廣本 陽優 山本 輝 8-6  

開星中学 島根 小櫻 空芽 廣本 陽優  

8 開星中学 島根 錦織 陽太 8-2  松浦 諄成

出雲西高校 島根 勝部 晴  角 陽太 

9 出雲西高校 島根 江田 有輝 三好 啓斗 8-0  

ＮＢテニスガーデン 広島 三好 啓斗 小林 翠  

10 広島国際学院高校 広島 小林 翠 8-0  三好 啓斗 

安来高校 島根 山本 瑛月  小林 翠 

11 安来高校 島根 山本 響也 久佐 巧己 8-5  

浜田高校 島根 久佐 巧己 [4] 石川 泰丞  

12 出雲北陵高校 島根 石川 泰丞 8-3  三好 啓斗 

倉吉東高校 鳥取 丹後 智晴  小林 翠 

13 ＳＴＥＶＥ 鳥取 谷口 翔哉 上山 奨天 8-6  

グリーンベアーズ 島根 上山 奨天 鈴木 佑門  

14 グリーンベアーズ 島根 鈴木 佑門 8-6  中田 龍汰郎

    木村 優生 

15   Bye 中田 龍汰郎 8-0  

開星高校 島根 中田 龍汰郎 [2] 木村 優生  

16 開星高校 島根 木村 優生  

    

  

  



2022中国オープン山陰ジュニア大会　2022/5/3-5　ヤマタスポーツパーク

GD 18-本戦

所属団体 Pref. Round 1 Qf Sf Final 勝者

やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [1] 

1 山陽女学園高校 広島 藤本 麻璃花 井上 佳苗

   藤本 麻璃花 

2   Bye  井上 佳苗

やすいそ庭球部 広島 折本 はな  藤本 麻璃花 

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉 折本 はな 8-2  

グリーンベアーズ 島根 佐藤 音羽 竹友 夢莉  

4 グリーンベアーズ 島根 平野 彩葉 w.o. 井上 佳苗

出雲高校 島根 池淵 綾華 [3]  藤本 麻璃花 

5 出雲高校 島根 浦野 仁美 池淵 綾華 8-1  

   浦野 仁美  

6   Bye  村田 結愛 

広陵高校 広島 村田 結愛  藤本 怜矢 

7 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢 村田 結愛 8-6  

開星高校 島根 上山 夕貴 藤本 怜矢  

8 松江南高校 島根 陶山 結生 8-0  井上 佳苗

Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大槻 早菜  藤本 麻璃花 

9 ＮＢテニスガーデン 広島 竹内 澪穂 大槻 早菜 8-1  

出雲西高校 島根 三原 心彩 竹内 澪穂  

10 出雲西高校 島根 影山 うた 8-0  久富 祐佳

ＵＭＥＺＵ　Ｊｒ．Ｔ．Ｔ 島根 安立 いつき  平川 瑠菜 

11 ＹＹｋｉｄｓ松江 島根 高嶋 奈愛 久富 祐佳 8-3  

ＮＢテニスガーデン 広島 久富 祐佳 [4] 平川 瑠菜  

12 広陵高校 広島 平川 瑠菜 8-0  久富 祐佳

出雲西高校 島根 影山 里桜  平川 瑠菜 

13 出雲西高校 島根 矢野 姫穂 濱本 弥 9-8(1)  

安田女子高校 広島 濱本 弥 藤井 綾乃  

14 安田女子高校 広島 藤井 綾乃 8-2  櫻井 友子

    浜家 果子 

15   Bye 櫻井 友子 9-7  

倉吉東高校 鳥取 櫻井 友子 [2] 浜家 果子  

16 倉吉東高校 鳥取 浜家 果子  
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