
試合会場

※練習コートについて　9：00～9：20（２R）

＊ 必ず決められた時間までに受付を済ませて下さい。

＊ 初戦敗者による練習マッチは実施しません。

＊ 1～8位の順位戦

１．試合方法 8ゲームプロセットマッチ　デュース有

天候やその他の事情により、試合方法を変更することもあります。

２．試合前の練習はサービス４本とします。

３．OPを必ず確認するようにして、試合進行のご協力をお願い致します。

４．試合終了後、勝者は速やかにボールとOP用紙を取って本部に報告してください。

５．雨天などにより試合の有無が不明な場合でも、定刻には会場に集合してください。

６．会場内、ボールを使ったウォーミングアップは禁止です。

７．大会欠場等の連絡先　taikai-ju@optanet.jp　※メールにて承ります。

8．別ページ、コロナに関する注意事項を確認して対応をお願い致します。

9:10 9:00

諸注意・連絡事項

備前市総合運動公園
テニスコート（南）

9:10 9:00

12/11（日） 順位戦

17歳男子シングルス

備前市総合運動公園
テニスコート（北）

9:10 9:00

17歳女子シングルス

12/10（土）

17歳男子シングルス
備前市総合運動公園

テニスコート（北）
9:10 9:00

17歳女子シングルス

2022年度　第11回　岡山オープンジュニアテニストーナメント　U17 　予定表

重要事項　※張り出されるＯＰに従って進行の協力をお願い致します。

　　　　　　　　　三密（「密閉」、「密集」、「密接」の回避　徹底してください。　　　

大会日程

種目 試合開始（予定） 受付締切



　　安心・安全テニスの心得

2022.011.09版

感 染 症 予 防

テニスは が確保できるスポーツです。社会的距離

□ 検温により平熱の確認

□ 発熱やせき、のどの痛み

など風邪の症状がない

□ だるさ、息苦しさがない

□ 臭いや味がいつもと同じ

出かける前に体調チェック

□ 三密（密閉・密集・密接）回避

□ 手洗い、アルコール等による

手指消毒

□ 混雑する交通手段での移動を

避ける

感染症予防の基本

□ 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛など）は、参加を見合

わせメールにて連絡してください。

□ 試合前後の握手はしないでください。

□ ベンチ、ネット、審判台は、手で触れないでください。

□ プレー中は手で顔に触れないでください。

□ 待機中も社会的距離を確保。距離が近い場合には、

マスクを着用してください。

□ 飲食については、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、会話

は控えめにしてください。

□ 飲みきれなかったドリンク等を指定場所以外に捨てないでください。

□ 試合前後の挨拶は握手でない方法で行ってください。

テニス大会参加時の留意点



2022年度 第11回 岡山オープンジュニアテニストーナメント（U17）
U17男子シングルス

所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 ラスタットTC 岡山 藤本　理功 [1]  

   藤本　理功 [1]
2   Bye 1   

     
3 安来高校 島根 山本　瑛月   

     
4 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　　翔   

     
5 広島国際学院高等学校 広島 小林　　翠   

     
6 山口テニスアカデミー 山口 石田　誠志郎   

     
7 開星中学校 島根 岩田　銀治   

     
8 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 山本　雄大   

     
9 やすいそ庭球部 広島 岩井　　惺   

     
10 岡山芳泉高校 岡山 宮原　　健   

     
11 岡山学芸館高校 岡山 蓬莱 依英   

     
12 MIYAKEJr高屋TC 岡山 須藤　惺太   

     
13 アサヒTC 岡山 阿部　蓮央   

     
14 開星高校 島根 杉原　亮太   

     
15 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 黒瀬　修吾   

     
16 たけなみTA 岡山 高橋　廉汰朗 [9/16]   

     
17 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下　遥希 [9/16]   

   大下　遥希 [9/16]  
18   Bye 9   

     
19 崇徳高校 広島 三好　啓斗   

     
20 TC ART 岡山 小野田　陽太   

     
21 やすいそ庭球部 広島 山﨑　　光   

     
22 サニーＴＳ 鳥取 寺坂　遼央   

     
23 岡山学芸館高校 岡山 伊藤　留偉   

     
24 岡山理大附属高校 岡山 難波　慶次   

     
25 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本　　輝   

     
26 岡山学芸館高校 岡山 福永　理仁   

     
27 関西高校 岡山 香村　謙水   

     
28 開星高校 島根 周藤　孝明   

     
29 玉野光南高校 岡山 浅野　光輝   

     
30 ふくいＴＣ 山口 飯田　　要   

     
31   Bye 7   

   中島　璃人 [5/8]  
32 アサヒTC 岡山 中島　璃人 [5/8]   

     



33 関西高校 岡山 宮本　浩弥 [3/4]   
   宮本　浩弥 [3/4]  

34   Bye 3   
     

35 山口高校 山口 正木　　光   
     

36 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 細谷　忠広   
     

37 山口テニスアカデミー 山口 福光　研太   
     

38 アサヒTC 岡山 中川　輝里   
     

39 岡山理大附属高校 岡山 遠藤　　翔   
     

40 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤　匠真   
     

41 広陵高校 広島 藤光　　翔   
     

42 開星高校 島根 嘉藤　未紘   
     

43 やすいそ庭球部 広島 日高　寛瑛   
     

44 たけなみTA 岡山 吉賀　　敬   
     

45 広島国際学院高等学校 広島 赤星　慧樹   
     

46 岡山学芸館高校 岡山 檜垣　優弥   
     

47 グリーンベアーズ 島根 渡部　朔也   
     

48 みなみ坂ＴＳ 広島 住田　涼成 [9/16]   
     

49 広島国際学院高等学校 広島 酒井　　和 [9/16]   
     

50 開星高校 島根 佐々木　悠真   
     

51 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 渡辺　咲玖   
     

52 関西高校 岡山 植田　悠介   
     

53 安来高校 島根 三谷　希一   
     

54
ノアテニスアカデミー倉

敷 岡山 森本　蒼士   
     

55 開星中学校 島根 角田　　樹   
     

56 やすいそ庭球部 広島 松岡　洸希   
     

57 柳生園TC 岡山 白須　　昂   
     

58 たけなみTA 岡山 高橋　誠大   
     

59 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 田中　達也   
     

60 岡山学芸館高校 岡山 屋葺　勇大   
     

61 やすいそ庭球部 広島 梶川　修史   
     

62 岡山理大附属高校 岡山 後藤　　凌   
     

63   Bye 5   
   木村　優生 [5/8]  

64 開星高校 島根 木村　優生 [5/8]   
     



65 アサヒTC 岡山 中川　琉成 [5/8]   
   中川　琉成 [5/8]  

66   Bye 6   
     

67 柳生園TC 岡山 青山　奏宙   
     

68 グリーンベアーズ 島根 鈴木　佑門   
     

69 岡山理大附属高校 岡山 宗　　凌太朗   
     

70 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 瀧本　　琉   
     

71 岡山学芸館高校 岡山 村田　岳史   
     

72 やすいそ庭球部 広島 弓井　柊ニ   
     

73 たけなみTA 岡山 佐藤　陽人   
     

74 やすいそ庭球部 広島 為重　孝成   
     

75 アキラITC 広島 大塚　脩馬   
     

76 岡山学芸館高校 岡山 舟木　遥央   
     

77 開星高校 島根 有田　陽葵   
     

78 広島国際学院高等学校 広島 廣本　陽優   
     

79 山口テニスアカデミー 山口 友貞　喜惠   
     

80 JFTC 岡山 柏木　捷太郎 [9/16]   
     

81 福山テニス王国 広島 大嶋　巧翔 [9/16]   
     

82 たけなみTA 岡山 髙森　孔之祐   
     

83 岡山学芸館高校 岡山 一ノ瀬　友真   
     

84 ＮＢテニスガーデン 広島 川口　颯太   
     

85 やすいそ庭球部 広島 徳永　恢良   
     

86 開星高校 島根 庄司　結斗   
     

87 広陵高校 広島 瀧本　　惺   
     

88 TC ART 岡山 川崎 悠一郎   
     

89 サニーＴＳ 鳥取 幡原　　創   
     

90 大和オレンジボールＴＣ 山口 網本　真大   
     

91 岡山理大附属高校 岡山 大西　　蓮   
     

92 開星中学校 島根 木村　真大   
     

93 津山高専 岡山 青木　佑仁   
     

94 大社高校 島根 陸　　倉塚   
     

95   Bye 4   
   浜田　理壱 [3/4]  

96 関西高校 岡山 浜田　理壱 [3/4]   
     



97 関西高校 岡山 藤原　　陸 [5/8]   
   藤原　　陸 [5/8]  

98   Bye 8   
     

99 開星高校 島根 廣友　奏太   
     

100 アサヒTC 岡山 金出地　洸太   
     

101 たけなみTA 岡山 片山　温友   
     

102 岡山理大附属高校 岡山 三木　大地   
     

103 TC ART 岡山 今田　開士   
     

104 遊ポートＴＣ 鳥取 安田　彰汰   
     

105 山口テニスアカデミー 山口 長谷川　和真   
     

106 ラスタットTC 岡山 宮田　　凌   
     

107 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 坂宮　大樹   
     

108 岡山学芸館高校 岡山 藤野　圭汰   
     

109 インドアTS広島 広島 中本　涼雅   
     

110 岡山理大附属中学校 岡山 江口　航生   
     

111   Bye 10   
   藤川　典真 [9/16]  

112 やすいそ庭球部 広島 藤川　典真 [9/16]   
     

113 アルファＴＣ 山口 弘　　風音 [9/16]   
     

114 岡山学芸館高校 岡山 西江　圭祐   
     

115 開星高校 島根 中田　龍汰郎   
     

116 広島国際学院高等学校 広島 山根　新太   
     

117 ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷　光真   
     

118 安来高校 島根 山本　響也   
     

119 岡山理大附属高校 岡山 藤原　和古   
     

120 山口高校 山口 岸田　昊生   
     

121 アサヒTC 岡山 浜田　響己   
     

122 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 澤井　颯来   
     

123 山口オーサンスＴＣ 山口 宇野　碧致   
     

124 山陽学園中学校 岡山 牟田　　湊   
     

125 やすいそ庭球部 広島 藤川　純大   
     

126 関西高校 岡山 桃谷　凛功   
     

127   Bye 2   
   西山　大和 [2]  

128 たけなみTA 岡山 西山　大和 [2]  
    



  順位 3-4   
    
    
   
  

17BS - 順位 5-8
所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  順位 5-8   
    
     
     
     
     
    
   
  順位 7-8   
    
    
   
  



2022年度 第11回 岡山オープンジュニアテニストーナメント（U17）
U17女子シングルス

所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 山陽学園高校 岡山 戸坂　文音 [1]  

   戸坂　文音 [1]
2   Bye 1   

     
3 アサヒTC 岡山 志久　舞優   

     
4 西京高校 山口 弘　　咲花   

     
5   Bye 33   

   中務　ひより  
6 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 中務　ひより   

     
7 山陽学園中学校 岡山 中澤 夢叶   

     
8 やすいそ庭球部 広島 谷本　　葵   

     
9 岡山学芸館高校 岡山 檜垣　真歩   

   檜垣　真歩  
10   Bye 17   

     
11 グリーンベアーズ 島根 佐藤　音羽   

   佐藤　音羽  
12   Bye 48   

     
13 安田女子高校 広島 藤井　綾乃   

     
14 安来高校 島根 細木　　澪   

     
15   Bye 15   

   櫻井　友子 [9/16]  
16 倉吉東高校 鳥取 櫻井　友子 [9/16]   

     
17 山口テニスアカデミー 山口 高橋　宝良 [9/16]   

   高橋　宝良 [9/16]  
18   Bye 9   

     
19 岡山学芸館高校 岡山 島袋　華怜   

     
20 鳥取湖陵高校 鳥取 荒木　柚那   

     
21   Bye 41   

   折本　はな  
22 やすいそ庭球部 広島 折本　はな   

     
23   Bye 23   

   青山　莉明良  
24 柳生園TC 岡山 青山　莉明良   

     
25 広陵高校 広島 宮本　咲希   

   宮本　咲希  
26   Bye 25   

     
27 吉賀高校 島根 正木　歩乃圭   

   正木　歩乃圭  
28   Bye 40   

     
29 スフィーダTC 岡山 和氣　蒼依   

     
30 安田女子高校 広島 濱本　　弥   

     
31   Bye 7   

   安養　侑歩 [5/8]  
32 岡山学芸館高校 岡山 安養　侑歩 [5/8]   

     



33 アサヒTC 岡山 原田　萌衣 [3/4]   
   原田　萌衣 [3/4]  

34   Bye 3   
     

35 安田女子高校 広島 松尾　　凛   
   松尾　　凛  

36   Bye 61   
     

37 ＮＢテニスガーデン 広島 高木　　和   
     

38 山陽学園高校 岡山 森　　朝希   
     

39   Bye 29   
   今村　奈津  

40 MIYAKEJr高屋TC 岡山 今村　奈津   
     

41 安田女子高校 広島 日髙　春奈   
   日髙　春奈  

42   Bye 19   
     

43 岡山学芸館高校 岡山 亀山　華子   
   亀山　華子  

44   Bye 45   
     

45 JFTC 岡山 山本　愛香   
     

46 アルファＴＣ 山口 大河原　絆愛   
     

47   Bye 13   
   加藤　那菜 [9/16]  

48 吉賀高校 島根 加藤　那菜 [9/16]   
     

49 岡山学芸館高校 岡山 中島　莉良 [9/16]   
   中島　莉良 [9/16]  

50   Bye 11   
     

51 たけなみTA 岡山 山口　心暖   
     

52 広陵高校 広島 竹内　澪穂   
     

53 TC ART 岡山 福武　　葵   
     

54 やすいそ庭球部 広島 東浜　理花   
     

55   Bye 21   
   大塚　あや  

56 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 大塚　あや   
     

57 柳生園TC 岡山 丸山　華穂   
   丸山　華穂  

58   Bye 27   
     

59 安田女子高校 広島 北國　芽吹   
   北國　芽吹  

60   Bye 37   
     

61 岡山学芸館高校 岡山 塩津　美希   
     

62 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 吉田　瑞穂   
     

63   Bye 5   
   原田　悠衣 [5/8]  

64 山陽学園高校 岡山 原田　悠衣 [5/8]   
     



65 ラスタットTC 岡山 池田　花珠 [5/8]   
   池田　花珠 [5/8]  

66   Bye 6   
     

67 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 細川　瑠那   
     

68 岡山学芸館高校 岡山 中西　真央   
     

69   Bye 38   
   田口　　桜  

70 Ｂｏｎｉｔｏ　ＴＣ 島根 田口　　桜   
     

71   Bye 28   
   村田　結愛  

72 広陵高校 広島 村田　結愛   
     

73 やすいそ庭球部 広島 清田　あいこ   
   清田　あいこ  

74   Bye 22   
     

75 ＭＵＧＥＮ 広島 竹堂　　杏   
     

76 柳生園TC 岡山 箕延　愛結   
     

77   Bye 54   
   加藤　優瑞希  

78 安田女子高校 広島 加藤　優瑞希   
     

79   Bye 12   
   河野　望奈 [9/16]  

80 岡山学芸館高校 岡山 河野　望奈 [9/16]   
     

81 ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井　利真 [9/16]   
   櫻井　利真 [9/16]  

82   Bye 14   
     

83 安田女子高校 広島 河村　実咲   
     

84 ハニ・kami 岡山 伊藤　麻理   
     

85 スフィーダTC 岡山 髙本　美来   
     

86 アキラITC 広島 河野　光咲   
     

87   Bye 20   
   竹友　夢莉  

88 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友　夢莉   
     

89 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 永井　支麻   
   永井　支麻  

90   Bye 30   
     

91 岡山学芸館高校 岡山 野口　真里   
   野口　真里  

92   Bye 35   
     

93 MIYAKEJr高屋TC 岡山 藤原　悠衣   
     

94 やすいそ庭球部 広島 横山　侑來   
     

95   Bye 4   
   藤本　麻璃花 [3/4]  

96 山陽学園高校 広島 藤本　麻璃花 [3/4]   
     



97 石川TS 岡山 石川　星来 [5/8]   
   石川　星来 [5/8]  

98   Bye 8   
     

99 安田女子高校 広島 遠藤　　雅   
     

100 ＧＩＯＣＯ 島根 宮本　　恵   
     

101   Bye 39   
   原　　夏実  

102 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 原　　夏実   
     

103   Bye 26   
   岩本　理沙  

104 吉賀高校 島根 岩本　理沙   
     

105 岡山学芸館高校 岡山 柏原　里奈   
   柏原　里奈  

106   Bye 24   
     

107 グリーンベアーズ 島根 平野　彩葉   
     

108 やすいそ庭球部 広島 田中　　花   
     

109 島根県立大社高等学校 島根 須田　優奈   
     

110 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 尾﨑　寛子   
     

111   Bye 10   
   遠藤　愛渚 [9/16]  

112 インドアTS広島 広島 遠藤　愛渚 [9/16]   
     

113 山陽学園高校 岡山 黒瀧　桜花 [9/16]   
   黒瀧　桜花 [9/16]  

114   Bye 16   
     

115 レノファ山口 山口 長岡　　愛   
   長岡　　愛  

116   Bye 50   
     

117   Bye 47   
   藤本　怜矢  

118 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本　怜矢   
     

119 アサヒTC 岡山 廣澤　真伊   
     

120 安田女子高校 広島 中村　瑠華   
     

121 やすいそ庭球部 広島 清瀧　海香   
   清瀧　海香  

122   Bye 32   
     

123 岡山学芸館高校 岡山 片山　実玖   
     

124 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 平田　早希   
     

125 柳生園TC 岡山 行守　　想   
     

126 広陵高校 広島 大槻　早菜   
     

127   Bye 2   
   岸本　聖奈 [2]  

128 岡山学芸館高校 岡山 岸本　聖奈 [2]  
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