
1位 渡邉　栞太 （ Ｔｅｎｓｉｏｎ ・ 広島 ） 1位 樽床　風音 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ）

2位 小川　洋右 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 2位 藤本　芽衣奈 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ）

3位 溝手　倫太朗 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 3位 中原　　萌 （ たけなみＴＡ ・ 岡山 ）

4位 吉武　蕾音 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 4位 藤山　羽優 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ）

5位 松本　悠希 （ アサヒＴＣ ・ 岡山 ） 5位 平田　里帆 （ 英数学館中学 ・ 広島 ）

6位 角南　叶多 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 6位 柴山　那奈 （ ＮＢテニスガーデン ・ 広島 ）

7位 渡辺　慶大 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 7位 五藤　里保 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ）

8位 山本　直生 （ いのうえＴＧ ・ 山口 ） 8位 永倉　聖理奈 （ ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・ 岡山 ）

9位 石田　宗一郎 （ 大和オレンジボールＴＣ ・ 山口 ） 9位 渡辺　和水 （ トゥネＴＣ ・ 山口 ）

10位 橋本　詠哉 （ ツルガハマＴＣ ・ 山口 ） 10位 河口　菜々美 （ ツルガハマＴＣ ・ 山口 ）

11位 森原　千一郎 （ ＵＰ.Ｓｅｔ ・ 広島 ） 11位 蓬莱　小春 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ）

12位 大平　晴仁 （ アサヒＴＣ ・ 岡山 ） 12位 勝部　陽日 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ）

13位 金藤　宏樹 （ ＳＴＥＶＥ ・ 鳥取 ） 13位 青木　陽咲 （ アルファＴＣ ・ 山口 ）

14位 髙川　空澄 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ） 14位 佐藤　彩海 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ）

15位 末次　悠真 （ 山口サングリーンＴＣ ・ 山口 ） 15位 重永　莉子 （ アルファＴＣ ・ 山口 ）

16位 木本　春馬 （ ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ ・ 山口 ） 16位 松本　紗弥 （ ミズノＴＳ ・ 山口 ）

17位 西村　颯真 （ 開星中学校 ・ 島根 ） 17位 西山　日向 （ たけなみＴＡ ・ 岡山 ）

18位 山中　佑記 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ） 18位 田中　　愛 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ）

19位 佐々木　雅幸 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ） 19位 眞鍋　結衣 （ ＮＢテニスガーデン ・ 広島 ）

20位 岡本　幸大 （ みなみ坂ＴＳ ・ 広島 ） 20位 森脇　愛菜 （ 浜っ子テニスクラブ ・ 島根 ）

21位 川元　秀五 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ） 21位 池淵　ひかり （ Ｉ出雲 ・ 島根 ）

22位 山田　悠世 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ） 22位 小笹　悠夏 （ ＮＢテニスガーデン ・ 広島 ）

23位 安立　紳平 （ ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ ・ 島根 ） 23位 日田　杷冴 （ たけなみＴＡ ・ 岡山 ）

24位 藤本　健太 （ 大和オレンジボールＴＣ ・ 山口 ） 24位 三宅　穂花 （ アサヒＴＣ ・ 岡山 ）

25位 小櫻　空芽 （ 開星中学校 ・ 島根 ） 25位 新開　　菫 （ ｅｖｅｒｙ　ＴＣ ・ 岡山 ）

26位 米本　叶芽 （ ＳＴＥＶＥ ・ 鳥取 ） 26位 押川　美月 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ）

27位 岡﨑　智彦 （ やすいそ庭球部 ・ 広島 ） 27位 坪田　依茉 （ ラスタットＴＣ ・ 岡山 ）

28位 錦織　柑太 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ） 28位 小田　朱莉 （ みなみ坂ＴＳ ・ 広島 ）

29位 井上　忠信 （ 境港ジュニア ・ 鳥取 ） 29位 森吉　彩瑛 （ サニーテニス ・ 鳥取 ）

30位 井ノ迫　陸斗 （ グリーンベアーズ ・ 島根 ） 30位 川上　梨華 （ アポロＴＣ ・ 鳥取 ）

31位 足立　京之介 （ 境港ジュニア ・ 鳥取 ） 31位 赤井　優月 （ 米子北斗中学校 ・ 鳥取 ）

32位 中井　蒼真 （ 境港ジュニア ・ 鳥取 ） 32位 大森　琴羽 （ ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ ・ 岡山 ）

総合順位

男子 女子



会 場

日 程

主 催

主 管

協 賛

中 国 ジ ュ ニ ア 委 員 会

山 口 県 テ ニ ス 協 会

㈱ ダ ン ロ ッ プ ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

令和４年度　第３８回

維 新 百 年 記 念 公 園 テ ニ ス 場

（ 砂 入 り 人 工 芝 １ ６ 面 使 用 ）

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ３ 日 （ 土 ） ～ １ ５ 日 （ 月 ）

中 国 テ ニ ス 協 会

ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権

中国予選大会



第１日目　８月１３日（土）

Start at
10:00

10:30

TBA

第２日目　８月１４日（日）

Start at
9:00

Followed by

TBA

第３日目　８月１５日（月）

Start at
9:00 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

1 初日の受付について

８月１３日（土）　　 練習コート 　９：００～９：５０

男子受付締切 　　９：４５まで

女子受付締切 １０：１５まで

＊上記の時間内に受付をしなかった選手はＮＳとして、替わりに補欠の選手が入ります。

８月１４日（日）、１５日（月）については、前日の夕方に本部にて発表します。　　

2 競技方法 トーナメント　セルフジャッジ

　　（１）コンパス・ドロー方式

　　（２）試合方法 全ての試合を３タイブレークセットマッチで行います。

　＊雨天など進行の都合で変更することもあります。

　　（３）練習 試合前の練習は３分間

3 使用球 ダンロップＡＯ

4 参加料 ７,５００円（参加料７,２００円＋ワンコイン制度金 １００円＋JPIN運用経費 ２００円）

（事前に振込み。詳細は「参加料振込について」を参照のこと）

5 ＪＴＡルールを準用する。

6 全国大会 第３８回ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権大会

令和４年１０月１４日（金）～１６日（日）　　岡山県；浦安

中国代表出場枠は男女共２名＋過去３年間の地域実績（ドント方式）　

岡山県枠ＷＣ男女とも１名

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。

　緊急　ＴＥＬ ０９０－４１０２－３９８５（川武）

2022 第３８回 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選大会
大会日程

男子 １Ｒ 男子 １Ｒ 男子 １Ｒ 男子 １Ｒ

女子 １Ｒ女子 １Ｒ 女子 １Ｒ 女子 １Ｒ

男子 ２Ｒ 男子 ２Ｒ 男子コンソレ １Ｒ 男子コンソレ １Ｒ

女子コンソレ １Ｒ女子 ２Ｒ 女子 ２Ｒ 女子コンソレ １Ｒ

女子コンソレ ２Ｒ
１７～２４位

男子コンソレ ２５～３２位 女子コンソレ ２５～３２位

男子 ３Ｒ 女子 ３Ｒ 男子 ９～１６位 女子 ９～１６位

男子コンソレ ２Ｒ
１７～２４位

男子 ＳＦ 女子 ＳＦ
男子

５～８位
女子

５～８位
男子

９～１２位

男子
１７～２０位

女子
１７～２０位

男子
２１～２４位

女子
２１～２４位

男子
２５～２８位

９～１０位 １１～１２位

女子
９～１２位

男子
１３～１６位

女子
１３～１６位

女子
２５～２８位

男子
２９～３２位

女子
２９～３２位

連絡事項

２７～２８位 ２９～３０位 ３１～３２位

１３～１４位 １５～１６位

１７～１８位 １９～２０位

Followed by

２１～２２位 ２３～２４位 ２５～２６位

Ｆ ３～４位 ５～６位 ７～８位



男子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

 
渡邉 栞太 [1]
6-0 6-1 

渡邉 栞太 [1]
6-0 6-0 

石田 宗一郎

6-3 6-7(7) 6-3 
渡邉 栞太 [1]
6-1 6-2 

金藤 宏樹

7-5 6-0 
角南 叶多 [5]
6-1 6-3 

角南 叶多 [5]
6-0 6-0 

たけなみＴＡ 岡山 髙森 太吏郎 [3] 渡邉 栞太 [1]
ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原 千一郎 [9] 6-0 6-2 

森原 千一郎 [9]
6-0 6-3 

山本 直生

6-3 6-1 
山本 直生

6-3 6-1 
吉武 蕾音

6-3 7-5 
木本 春馬

6-3 6-4 
吉武 蕾音

6-0 6-4 
吉武 蕾音

7-6(1) 6-2 
渡邉 栞太 [1]
6-1 6-1 

溝手 倫太朗 [6]
6-0 6-0 

溝手 倫太朗 [6]
6-0 6-1 

たけなみＴＡ 岡山 モーガン 瑠来 末次 悠真

やすいそ庭球部 広島 山田 悠世 6-1 6-2 
溝手 倫太朗 [6]
6-2 6-4 

橋本 詠哉

6-2 4-6 7-5 
松本 悠希 [4]
6-3 6-4 

松本 悠希 [4]
6-4 6-4 

小川 洋右

6-4 4-6 6-4 
髙川 空澄 [8]
6-0 6-0 

渡辺 慶大

7-5 7-5 
渡辺 慶大

6-7(9) 6-3 6-1 
小川 洋右

5-7 6-2 6-4 
小川 洋右

6-1 6-1 
小川 洋右

6-0 6-0 吉武 蕾音

大平 晴仁 [2] 溝手 倫太朗 [6]
6-1 6-0 溝手 倫太朗 [6] 6-1 7-6(8) 
 

補欠１ 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真 →№19へ

補欠２ やすいそ庭球部 広島 山田 悠世 →№20へ

補欠３ アサヒＴＣ 岡山 森本 大駿 →補欠辞退

31 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太

32 アサヒＴＣ 岡山 大平 晴仁 [2]

29 ラスタットＴＣ 岡山 小川 洋右

30 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 健太

27 やすいそ庭球部 広島 山中 佑記

28 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺 慶大

25

26 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介

23 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本 幸大

24 アサヒＴＣ 岡山 松本 悠希 [4]

やすいそ庭球部 広島 髙川 空澄 [8]

21 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽

19 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真

20

17 ラスタットＴＣ 岡山 溝手 倫太朗 [6]

18 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗

15 ラスタットＴＣ 岡山 吉武 蕾音

16 開星中学校 島根 西村 颯真 [7]

13 境港ジュニア 鳥取 井上 忠信

14 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 木本 春馬

11 いのうえＴＧ 山口 山本 直生

12 開星中学校 島根 小櫻 空芽

ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 雅幸

9

10 やすいそ庭球部 広島 川元 秀五

7 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦

8 ラスタットＴＣ 岡山 角南 叶多 [5]

３位決定戦

2022 第３８回 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選大会

1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 栞太 [1]

2 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹

6 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平

3 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田 宗一郎

4



女子シングルス

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
樽床 風音 [1]
6-0 6-2 

樽床 風音 [1]
6-0 6-1 

境港ジュニア 鳥取 豊島 芭菜 佐藤 彩海

ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫 1-6 6-0 6-3 
樽床 風音 [1]
6-1 6-0 

河口 菜々美

6-1 6-2 
境港ジュニア 鳥取 土海 環 柴山 那奈 [8]
たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴 7-6(4) 6-7(3) 6-4 

柴山 那奈 [8]
6-2 6-0 

樽床 風音 [1]
7-6(4) 6-0 

藤山 羽優 [4]
6-2 6-2 

藤山 羽優 [4]
6-2 6-1 

勝部 陽日

7-5 2-6 7-6(7) 
藤山 羽優 [4]
6-1 6-3 

重永 莉子

6-4 7-6(6) 
五藤 里保 [5]
7-6(7) 6-0 

五藤 里保 [5]
6-3 6-1 

樽床 風音 [1]
6-1 6-1 

平田 里帆 [6]
6-1 6-0 

平田 里帆 [6]
6-2 6-0 

青木 陽咲

6-0 6-2 
藤本 芽衣奈 [3]
6-4 6-3 

蓬莱 小春

6-1 6-2 
藤本 芽衣奈 [3]
6-3 6-2 

藤本 芽衣奈 [3]
6-2 6-4 

藤本 芽衣奈 [3]
6-7(8) 6-4 7-5 

永倉 聖理奈 [7]
5-7 6-3 6-4 

永倉 聖理奈 [7]
6-1 6-0 

渡辺 和水

7-6(3) 6-2 
中原 萌 [2]
6-2 6-1 

松本 紗弥

6-2 6-1 
中原 萌 [2]
6-2 6-0 藤山 羽優 [4]

中原 萌 [2] 中原 萌 [2]
6-2 6-2 中原 萌 [2] 6-1 7-5 
 

補欠１ ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫 →№4へ

補欠２ たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴 →№7へ

補欠３ ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野 天寧

31 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇 愛菜

32 たけなみＴＡ 岡山 中原 萌 [2]

29 ミズノＴＳ 山口 松本 紗弥

30 サニーテニス 鳥取 森吉 彩瑛

27 トゥネＴＣ 山口 渡辺 和水

28 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉

25 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉 聖理奈 [7]

26 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり

23 やすいそ庭球部 広島 田中 愛

24 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 芽衣奈 [3]

21 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 小春

22 グリーンベアーズ 島根 押川 美月

19 アルファＴＣ 山口 青木 陽咲

20 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月

17 英数学館中学 広島 平田 里帆 [6]

18 アサヒＴＣ 岡山 三宅 穂花

15 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華

16 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 里保 [5]

13 アルファＴＣ 山口 重永 莉子

14 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹 悠夏

12 たけなみＴＡ 岡山 西山 日向

9 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 [4]

10 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉

河口 菜々美

6 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 大森 琴羽

11 グリーンベアーズ 島根 勝部 陽日

３位決定戦

3 グリーンベアーズ 島根 佐藤 彩海

4

2022 第３８回 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス選手権 中国予選大会

1 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 風音 [1]

2 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣

7

8 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山 那奈 [8]

5 ツルガハマＴＣ 山口



男子シングルス - コンソレドロー
所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
佐々木 雅幸

6-3 6-1 
佐々木 雅幸

6-3 6-2 
安立 紳平

6-1 6-3 
西村 颯真 [7]
6-2 6-0 

川元 秀五

5-7 7-5 6-3 
西村 颯真 [7]
7-5 6-0 

西村 颯真 [7]
6-1 6-2 

西村 颯真 [7]
3-6 6-0 7-5 

山田 悠世

6-1 6-2 
岡本 幸大

6-2 6-2 
岡本 幸大

7-6(7) 4-6 6-4 
山中 佑記

5-7 6-1 7-5 
山中 佑記

6-0 6-0 
山中 佑記

6-3 6-1 
藤本 健太

6-7(4) 6-2 6-3 
    
  １９位決定 佐々木 雅幸

  佐々木 雅幸

  岡本 幸大 6-1 6-4 
  
  

男子シングルス - 順位戦（５～１６位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ５～８位決定 角南 叶多 [5]
  角南 叶多 [5]
  山本 直生 6-3 6-0 
  松本 悠希 [4]
  松本 悠希 [4] 6-4 2-1 Ret.
  松本 悠希 [4]
  渡辺 慶大 6-4 6-4 
   
  ７位決定 山本 直生

  渡辺 慶大

９～１６位決定  渡辺 慶大 7-5 6-4 
 

 
石田 宗一郎

7-5 2-6 6-3 
石田 宗一郎

6-4 1-6 6-2 
森原 千一郎 [9]
2-6 6-2 6-0 

石田 宗一郎

6-4 5-7 7-6(7) 
橋本 詠哉

6-4 7-6(3) 
橋本 詠哉

6-2 6-1 
大平 晴仁 [2]
3-6 7-6(5) 7-5 

    

6 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 安立 紳平

7 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦

2 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真

4 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 雅幸

13 境港ジュニア 鳥取 井上 忠信

16 開星中学校 島根 西村 颯真 [7]

10 やすいそ庭球部 広島 川元 秀五

12 開星中学校 島根 小櫻 空芽

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽

23 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本 幸大

18 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗

20 やすいそ庭球部 広島 山田 悠世

30 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 健太

31 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太

26 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介

27 やすいそ庭球部 広島 山中 佑記

9 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原 千一郎 [9]

14 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 木本 春馬

3 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田 宗一郎

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹

25 やすいそ庭球部 広島 髙川 空澄 [8]

32 アサヒＴＣ 岡山 大平 晴仁 [2]

19 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真

21 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉



  １１位決定 森原 千一郎 [9]
  森原 千一郎 [9]
  大平 晴仁 [2] 6-1 2-6 6-3 
   
  １３～１６位決定 金藤 宏樹

  金藤 宏樹

  木本 春馬 6-2 6-3 
  金藤 宏樹

  末次 悠真 6-2 6-2 
  髙川 空澄 [8]
  髙川 空澄 [8] 5-7 6-3 6-2 
    
  １５位決定 木本 春馬

  末次 悠真

  末次 悠真 6-3 6-3 
   
  

男子シングルス - コンソレドロー （２１～３２位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 安立 紳平

  川元 秀五

  川元 秀五 w.o.
  川元 秀五

  山田 悠世 6-3 6-2 
  山田 悠世

  藤本 健太 7-5 6-3 
   
  ２３位決定 安立 紳平

  安立 紳平

２５～３２位決定  藤本 健太 6-3 6-1 
 

 
岡﨑 智彦

6-1 6-3 
小櫻 空芽

7-5 6-3 
小櫻 空芽

1-6 6-4 6-1 
小櫻 空芽

1-6 6-1 6-4 
米本 叶芽

6-4 6-2 
米本 叶芽

7-6(3) 6-0 
錦織 柑太

6-4 6-2 
    
  ２７位決定 岡﨑 智彦

  岡﨑 智彦

  錦織 柑太 6-2 6-2 
    
  ２９～３２位決定 中井 蒼真

  井上 忠信

  井上 忠信 6-4 Ret.
  井上 忠信

  井ノ迫 陸斗 7-6(2) 6-1 
  井ノ迫 陸斗

  足立 京之介 7-5 2-6 7-6(9) 
   
  ３１位決定 中井 蒼真

  足立 京之介

  足立 京之介 w.o.
   
  

12 開星中学校 島根 小櫻 空芽

13 境港ジュニア 鳥取 井上 忠信

2 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真

7 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦

26 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介

31 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太

18 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽



女子シングルス - コンソレドロー
所属団体 県 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 
眞鍋 結衣

6-2 6-1 
眞鍋 結衣

6-0 6-2 
日田 杷冴

6-1 4-0 Ret.
西山 日向

6-3 6-4
西山 日向

6-3 6-2 
西山 日向

6-3 6-2 
小笹 悠夏

6-2 6-1 
西山 日向

6-2 6-4 
三宅 穂花

6-2 6-2 
田中 愛
6-2 6-3 

田中 愛
6-3 6-4 

田中 愛
6-2 6-3

池淵 ひかり

6-3 6-1 
森脇 愛菜

7-5 6-3 
森脇 愛菜

6-2 6-0 
    
  １９位決定 眞鍋 結衣

  眞鍋 結衣

  森脇 愛菜 6-2 6-1 
  
  

女子シングルス - 順位戦（５～１６位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ５～８位決定 柴山 那奈 [8]
  柴山 那奈 [8]
  五藤 里保 [5] 6-2 2-6 7-5 
  平田 里帆 [6]
  平田 里帆 [6] 6-4 6-0 
  平田 里帆 [6]
  永倉 聖理奈 [7] 6-0 6-0 
   
  ７位決定 五藤 里保 [5]
  五藤 里保 [5]
９～１６位決定  永倉 聖理奈 [7] 7-5 6-3 

 
 
河口 菜々美

7-6(7) 6-2 
河口 菜々美

w.o.
勝部 陽日

6-4 6-4 
渡辺 和水

6-2 6-0 
蓬莱 小春

6-1 6-3 
渡辺 和水

6-2 6-3 
渡辺 和水

6-4 6-2 
    

6 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 大森 琴羽

7 たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴

2 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣

4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫

14 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹 悠夏

15 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華

10 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉

12 たけなみＴＡ 岡山 西山 日向

22 グリーンベアーズ 島根 押川 美月

23 やすいそ庭球部 広島 田中 愛

18 アサヒＴＣ 岡山 三宅 穂花

20 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月

30 サニーテニス 鳥取 森吉 彩瑛

31 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇 愛菜

26 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり

28 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉

11 グリーンベアーズ 島根 勝部 陽日

13 アルファＴＣ 山口 重永 莉子

3 グリーンベアーズ 島根 佐藤 彩海

5 ツルガハマＴＣ 山口 河口 菜々美

27 トゥネＴＣ 山口 渡辺 和水

29 ミズノＴＳ 山口 松本 紗弥

19 アルファＴＣ 山口 青木 陽咲

21 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 小春



  １１位決定 勝部 陽日

  蓬莱 小春

  蓬莱 小春 w.o.
   
  １３～１６位決定 佐藤 彩海

  佐藤 彩海

  重永 莉子 7-5 6-2 
  青木 陽咲

  青木 陽咲 6-4 1-6 6-4 
  青木 陽咲

  松本 紗弥 6-4 6-2 
    
  １５位決定 重永 莉子

  重永 莉子

  松本 紗弥 7-5 4-6 6-3 
   
  

女子シングルス - コンソレドロー （２１～３２位決定）
所属団体 県 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
  ２１～２４位決定 日田 杷冴

  小笹 悠夏

  小笹 悠夏 1-6 6-0 6-2 
  池淵 ひかり

  三宅 穂花 6-4 6-1 
  池淵 ひかり

  池淵 ひかり 6-1 6-3 
   
  ２３位決定 日田 杷冴

  日田 杷冴

２５～３２位決定  三宅 穂花 6-1 6-0 
 

 
新開 菫
6-3 6-2 

新開 菫
3-6 6-3 7-5 

坪田 依茉

6-0 6-0 
新開 菫
4-6 6-4 6-3 

押川 美月

6-2 6-2 
押川 美月

6-4 4-6 7-6(4) 
小田 朱莉

6-1 6-2 
    
  ２７位決定 坪田 依茉

  坪田 依茉

  小田 朱莉 4-6 6-4 6-4 
    
  ２９～３２位決定 大森 琴羽

  川上 梨華

  川上 梨華 w.o.
  森吉 彩瑛

  赤井 優月 w.o.
  森吉 彩瑛

  森吉 彩瑛 6-3 6-2 
   
  ３１位決定 大森 琴羽

  赤井 優月

  赤井 優月 w.o.
   
  

10 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉

15 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華

4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開 菫

6 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 大森 琴羽

28 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉

30 サニーテニス 鳥取 森吉 彩瑛

20 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月

22 グリーンベアーズ 島根 押川 美月
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