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中国予選大会

令和４年度

第４９回全国中学生テニス選手権

 大会役員

 競技役員

工藤　興太郎（中国中学校テニス連盟理事



１．主　　催　　中国テニス協会  中国中学校テニス連盟

２．主　　管 広島県中学校テニス連盟　広島県テニス協会

３．後　　援    広島県教育委員会 （公財）広島県体育協会 広島市 （公財）広島市スポーツ協会

４．日　　時　　
　　　　　　

予備日：７月１８日（月）

５．会　　場　　尾道市　こざかなくんスポーツパークびんごテニスコート  （砂入り人工芝コート）

    　　　　　　
６．参加数　　【団体戦】
            【個人戦】 シングルス：男女とも３２ドロー　各県５名＋前回実績７名

                        ダブルス　：男女とも１６ドロー　各県３組＋前回実績１組

【前年度実績】

男子 女子 男子 女子 男子 女子

岡山 1 6 5 1

広島 1 1 1 1

山口

鳥取

島根 1

７．参加資格　　【団体戦】

【個人戦】
            

８．競技方法　　【団体戦】３単２複（出場順は問わない）トーナメント方式 １セットマッチ(6-6ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ)
                      実力順に１０名まで登録可（６名以下では参加不可）単複を兼ねて出場不可。

対戦順はＤ２、Ｄ１、Ｓ３、Ｓ２、Ｓ１の順。
            【個人戦】トーナメント方式
                      すべての試合、１セットマッチ（6－6タイブレーク）

シングルス、ダブルスそれぞれ３位決定戦を行う。
審判はセルフジャッジで行う。

９．使 用 球　　AO（DUNLOP）

10.参 加 料 〔団体戦〕１０，０００円
　　　　　　 〔個人戦〕Ｓ：７，０００円、Ｄ：７，０００円／組（当日会場で受け付ける）

11.申し込み　 『各選手』
　　　　　　　　　所定の用紙（Ｂ）を各県が指定する日時までに、所属県テニス協会または

各県の中学校テニス連盟へ申し込むこと。

12.ドロー会議  ２０２２年７月３日（日）１０：００～
場所：比治山女子中学・高等学校会議室

コロナ対策 会場に入場される方は別紙「感染防止のための提出書類」を提出のこと。

コロナ対策に関する本部の指示を遵守すること。

三密を避け、消毒・マスクの着用を徹底すること。

その他の対策が必要な場合は、ドロー発表時に連絡します。

＊上記内容が守れない場合は、出場できない場合があります。

13.全国大会 日時　８月１７日（水）～２１日（月）　
場所　群馬県　高崎市
地域枠　 〔団体戦〕男子２校　女子２＋１校

                    〔個人戦〕シングルス：２＋α　ダブルス：１＋α　  
            プラスα＝昨年度実績（男子S＋１、女子S＋１、女子Ｄ+１）

その他 本大会は中国ジュニアランキングポイント対象の大会ではありません。
シードは中国中学校テニス連盟の内規により県予選順位を参考に決定します。
試合結果は、JPIN運用の資料としてJTAに提供します。

団体戦：２０２２年　７月１６日（土） 8：30～
個人戦：２０２２年　７月１７日（日） 7：30～

第４９回全国中学生テニス選手権大会 
中国予選

エントリーはシングルスかダブルスのうち一種目のみとする。

２位決定戦を行う。ただし、決勝戦の敗者と準決勝の敗者対決での勝者が、対戦し
ていない場合のみとする。

ＴＥＬ：0848-48-5446

男女とも各県より２校＋前回実績１校＋開催県１校

団体戦 シングルス ダブルス

各県テニス協会が推薦し、かつ在籍中学校長が出場を認めたチーム。校長、教員ま
たは部活動指導員の引率を必要とする。

各県テニス協会が推薦する選手であること。ダブルスは同一中学校のペアであるこ
と。



〇 試合の観戦について

入場される保護者は、入場時に『感染防止のための書類』を本部に提出してください。

団体戦に参加の学校は、登録選手のみの入場に制限します。引率教員は各校２名までです。

〇 開会式は行いません。受付時間を分けていますので注意してください。

〇 必要以上に早く会場に入場しないでください。また、試合後は速やかに帰宅してください。

〇 入場者は全員、受付時に『感染防止のための書類』を提出してください。

〇 試合・練習以外はマスクを着用してください。また、こまめに消毒をして下さい。

〇 大声を出しての観戦はご遠慮ください。

〇 試合前後でも握手はしないでください。

〇

8:20～8:30 女子団体受付

8:30 女子監督会議

9:00～9:15 女子練習コート開放

9:30 女子団体試合開始

10:00～10:10 男子団体受付

10:10 男子監督会議

10:40～11:00 男子練習コート開放 ＊男子の練習時間は女子の試合進行により、遅れる

11:15 男子団体試合開始 　　ことがあります。

〇 ７月１７日(日) 個人戦

7:20～7:30 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ受付 10:30～10:40 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ受付

7:30～7:40 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ受付 10:40 諸注意（本部前）

7:40 諸注意（放送） 11:00 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ試合開始

8:00～8:15 男子練習コート開放 11:00～11:10 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ受付

8:15～8:30 女子練習コート開放 11:20 諸注意（本部前）

8:30 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ試合開始 11:30以降 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ試合開始

9:00以降 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ試合開始

＊ダブルスの練習コートは、ハードコート（２面）になります。

希望の場合は女子９時、男子10時に練習コートの受付をしてください。

コロナ対策

大会日程

７月１６日（土）団体戦



１）

２）

３） 初戦は打ち切りなし。その後は打ち切り。

４）

５） 全種目とも審判はセルフジャッジです。

どちらもポイントやゲームのコールを、よく聞こえるように大きな声でして下さい。

６） 遅刻に対するペナルティーは、ＪＴＡルールを適用します。

選手は進行表に注意し、前の試合が終わったら直ちにコートに入って試合を行って下さい。

１） コートの外からのアドバイスやジャッジに対する抗議は一切禁止します。

２） コートサーフェイスは砂入り人工芝です。

３） 服装・用具については、全国中学校テニス連盟「服装・用具のコード」を遵守すること。

４） 雨天時も定時集合です。

５） 傷害等の応急処置は主催者で行いますが、その後の責任は主催者側では負いません。

６） 大会使用球は、ダンロップAOです。

７） 参加料（団体：１0,000円／校　個人７,000円／人･組）は、当日会場で受付けます。

８） 全国中学生テニス選手権大会

８月１７日（水）～２１日（日）　於 群馬県　清水善造メモリアルテニスコート　　

中国代表枠： 《団体戦》 男女各２校＋α

《個人戦シングルス》 男子２＋α、女子２＋α

《個人戦ダブルス》 男子１＋α、女子１＋α

プラスα＝前回実績（今年度は女子団体+１、男女S＋１、女子D+１）

競技方法

団体戦・個人戦ともに１セットマッチ６－６タイブレーク

団体戦の対戦順はＤ２、Ｄ１、Ｓ３、Ｓ２、Ｓ１で行う。

諸注意・諸連絡

試合前のウオーミングアップは、サービス４本です。



大会名

期日

学校名 連絡先

本日の体温

★参加日の前２週間における以下の事項の有無

□平熱を超える発熱（３７度５分以上）

□咳、のどの痛みなどの風邪の症状

□味覚や嗅覚の異常

□体が重く感じる、疲れやすさ

□新型コロナウィルス感染者陽性とされた者

との濃厚接触の有無

□感染者が発生している国外から

帰省した場合

＜注　 意＞

　 　 役員・ 監督・ 保護者用

新型コ ロナウィ ルス感染防止のための提出書類

第４９回　全国中学生テニス大会　中国大会

年　　　　　月　　　　　日

度　　　　　　分

○を記入

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

③上記の項目に「ある」がある場合は、参加を見合わせてください。

④入場制限等の対策が必要な場合は、ドロー発表時に連絡します。

ある　　　・　　　なし

　新型コロナ感染症のリスクを考慮して、大会本部の指示に従うことを承諾します。

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

①座席は、密集にならないように間隔を空けてください。

②試合以外は、必ず、マスクを着用してください。



大会名

参加日

氏　　名 学校名 生年月日

連絡先

本日の体温

★参加日の前２週間における以下の事項の有無

□平熱を超える発熱（３７度５分以上）

□咳、のどの痛みなどの風邪の症状

□味覚や嗅覚の異常

□体が重く感じる、疲れやすさ

□新型コロナウィルス感染者陽性とされた者

との濃厚接触の有無

□感染者が発生している国外から

帰省した場合

＜注　 意＞

　 　 選手用　

　 新型コ ロナウィ ルス感染防止のための提出書類

第４９回　全国中学生テニス大会中国大会

度　　　　　　分

○を記入

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

①三密を避け、消毒の徹底をしてください。

②試合以外は、必ず、マスクを着用してください。

③上記の項目に「ある」がある場合は、参加を見合わせてください。

④その他の対策が必要な場合は、ドロー発表時に連絡します。

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

ある　　　・　　　なし

　新型コロナ感染症のリスクを考慮して、上記大会に参加することを承諾します。

保護者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



第49回全国中学生テニス選手権大会中国地区予選　男子団体戦
１Ｒ ２Ｒ SF F

３位決定

２位決定

第49回全国中学生テニス選手権大会中国地区予選　女子団体戦
１Ｒ SF F

３位決定

（ ）

開星中学校

岡山県立倉敷天城中学校

）

5

）

岡山大学教育学部附属中学校　

4 （

シード
1 1

3

（

2

）

（

宇部市立西岐波中学校

7 （

）

下関市立山の田中学校

）

）

）

）

）

島 根 ①

山 口 ②

岡 山 ③

岡 山 ②

広 島 ②

広 島 ③

広 島 ①

山 口 ①

岡山学芸館清秀中学校

広島なぎさ中学校

岡 山 ①

広島市立五日市中学校 （

9 （

）

（ ）

（

シード
３～４

シード
２

（

シード
３～４ （

（

8 （修道中学校

6

）

（ ）

（ ）

シード
1 1 山陽女学園中等部 （ 広 島 ① ）

2 岡山学芸館清秀中学校 （ 岡 山 ② ）

3 広島市立国泰寺中学校 （ 広 島 ③ ）

4 山口市立阿知須中学校 （ 山 口 ② ）

5 広島市立大塚中学校 （ 広 島 ② ）

6 岡山県立倉敷天城中学校 （ 岡 山 ① ）

7 比治山女子中学校 （ 広 島 ④ ）

シード
２ 8 山口市立小郡中学校 （ 山 口 ① ）



2022　全中中国予選

男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1 岡山市立石井中学校 岡山 西山　大和 [1]  
    

2 鳥取市立西中学校 鳥取 安田　彰汰   
     

3 広島市立大塚中学校 広島 渡部　咲玖   
     

4 山口県立下関中等教育学校 山口 川崎　康太   
     

5 岡山大学教育学部附属中学校 岡山 角南　叶多   
     

6 安来市立第一中学校 島根 原　俊輔   
     

7 早島町立早島中学校 岡山 溝手　倫太朗   
     

8 米子市立福生中学校 鳥取 土海　悠太 [8]   
     

9 広島市立戸山中学校 広島 大下　遥希 [3]   
     

10 米子市立後藤ヶ丘中学校 鳥取 山﨑　大麓   
     

11 倉敷市立東中学校 岡山 松本　悠希   
     

12 松江市立本庄中学校 島根 安立　紳平   
     

13 廿日市市立四季が丘中学校 広島 藤川　純大   
     

14 下関市立勝山中学校 山口 飯田　　要   
     

15 出雲市立斐川西中学校 島根 鈴木　佑門   
     

16 玉島市立玉島東中学校 岡山 髙橋　廉汰朗 [5]   
     

17 津山市立北陵中学校 岡山 柏木　捷太郎 [7]   
     

18 米子市立福米中学校 鳥取 岸田　拓真   
     

19 廿日市市立七尾中学校 広島 岩井　惺   
     

20 雲南市立加茂中学校 島根 渡部　朔也   
     

21 防府市立華陽中学校 山口 大方　康平   
     

22 早島町立早島中学校 岡山 中川　琉成   
     

23 岡山大学教育学部附属中学校 岡山 小川　洋右   
     

24 広島市立井口中学校 広島 山崎　光 [4]   
     

25 広島市立牛田中学校 広島 住田　涼成 [6]   
     

26 開星中学校 島根 錦織　陽太   
     

27 防府市立右田中学校 山口 石田　誠志郎   
     

28 瀬戸内市立邑久中学校 岡山 今田　開士   
     

29 岡山理大附属中学校 岡山 江口　航生   
     

30 米子市立東山中学校 鳥取 寺坂　遼央   
     

31 周南市立菊川中学校 山口 弘　風音   
     

32 岡山市立芳泉中学校 岡山 中島　璃人 [2]  
    
  順位 3-4   
    
    



2022　全中中国予選

女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1 岡山市立芳泉中学校 岡山 原田　萌衣 [1]  
    

2 下関市立垢田中学校 山口 泉　　香蓮   
     

3 岡山市立藤田中学校 岡山 志久　舞優   
     

4 松江市立本庄中学校 島根 安立　いつき   
     

5 米子市立福米中学校 鳥取 森吉　彩瑛   
     

6 防府市立国府中学校 山口 大河原　絆愛   
     

7 広島市立高取北中学校 広島 吉田　瑞穂   
     

8 岡山市立操山中学校 岡山 中原　　萌 [6]   
     

9 湯梨浜町立湯梨浜中学校 鳥取 櫻井　利真 [4]   
     

10 福山市立城南中学校 広島 竹堂　杏   
     

11 雲南市立加茂中学校 島根 佐藤　彩海   
     

12 岡山市立芳泉中学校 岡山 蓬莱　小春   
     

13 山口市立小郡中学校 山口 三浦　茜音   
     

14 海田町立海田西中学校 広島 眞鍋　結衣   
     

15 安来市立第一中学校 島根 杉原　晴菜   
     

16 総社市立総社東中学校 岡山 丸山　華穂 [5]   
     

17 岡山市立岡山中央中学校 岡山 樽床　風音 [7]   
     

18 安来市立第一中学校 島根 宇山　葵心   
     

19 米子市立美保中学校 鳥取 春山　のぞみ   
     

20 岡山大学教育学部附属中学校 岡山 藤本　芽衣奈   
     

21 出雲市立第一中学校 島根 池淵　ひかり   
     

22 英数学館中学校 広島 平田　里帆   
     

23 防府市立牟礼中学校 山口 青木　陽咲   
     

24 倉敷市立児島中学校 岡山 石川　星来 [3]   
     

25 福山市立新市中央中学校 広島 平田　早希 [8]   
     

26 米子市立福生中学校 鳥取 土海　環   
     

27 松江市立湖東中学校 島根 佐藤　音羽   
     

28 岡山市立竜操中学校 岡山 中村　若那   
     

29 周南市立富田中学校 山口 重永　莉子   
     

30 鳥取市立気高中学校 鳥取 井上　日彩   
     

31 山陽女学園中等部 広島 横山　侑來   
     

32 倉敷市立南中学校 岡山 池田　花珠 [2]  
    
  順位 3-4   
    
    



2022　全中中国予選

男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
山陽学園中学校 岡山 井上　瑛斗 [1]

1 山陽学園中学校 岡山 牟田　　湊  
修道中学校 広島 出垣　遼  

2 修道中学校 広島 山田　悠平   
下関市立山の田中学校 山口 大下　空良   

3 下関市立山の田中学校 山口 宮部　楓   
安来市立広瀬中学校 島根 八幡　海利   

4 安来市立広瀬中学校 島根 山崎　琥太郎   
開星中学校 島根 木村　真大 [4]   

5 開星中学校 島根 角田　樹   
広島市立五日市中学校 広島 中本　涼雅   

6 広島市立五日市中学校 広島 西本　惺良   
岡山学芸館清秀中学校 岡山 小野田　陽太   

7 岡山学芸館清秀中学校 岡山 髙森　孔之祐   
岩国市立岩国中学校 山口 宇本　僚太   

8 岩国市立岩国中学校 山口 宇本　雄太   
岡山大学教育学部附属中学校 岡山 佐々木　雅幸   

9 岡山大学教育学部附属中学校 岡山 福田　唯人   
山口市立阿知須中学校 山口 岩本　将矢   

10 山口市立阿知須中学校 山口 藤本　笙   
広島市立五日市中学校 広島 向井　煌   

11 広島市立五日市中学校 広島 福田　愛輝   
倉敷市立福田中学校 岡山 佐藤　陽人 [3]   

12 倉敷市立福田中学校 岡山 吉賀　　敬   
開星中学校 島根 岩田　銀治   

13 開星中学校 島根 角　眞之介   
広島なぎさ中学校 広島 德永　恢良   

14 広島なぎさ中学校 広島 藤山　一千翔   
下関市立川中中学校 山口 三島　佑一朗   

15 下関市立川中中学校 山口 藤田　大輝   
岡山理大附属中学校 岡山 中川　輝里 [2]   

16 岡山理大附属中学校 岡山 鷹野　　稜  
   
  



2022　全中中国予選

女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
山陽女学園中等部 広島 大塚　あや [1]

1 山陽女学園中等部 広島 清田　あいこ  
岡山県立倉敷天城中学校 岡山 大後　紋乃  

2 岡山県立倉敷天城中学校 岡山 河村　直美   
松江市立湖東中学校 島根 原　かえで   

3 松江市立湖東中学校 島根 川角　陽愛   
山口市立小郡中学校 山口 松並　弥里   

4 山口市立小郡中学校 山口 河添　夢咲   
山陽女学園中等部 広島 東浜　理花 [4]   

5 山陽女学園中等部 広島 田口　桜   
安来市立広瀬中学校 島根 大草　里菜   

6 安来市立広瀬中学校 島根 渡辺　彩乃   
総社市立総社西中学校 岡山 下山　真生   

7 総社市立総社西中学校 岡山 下山　絢女   
宇部市立上宇部中学校 山口 吉本　百花   

8 宇部市立上宇部中学校 山口 松本　紗弥   
広島市立国泰寺中学校 広島 中元　愛子   

9 広島市立国泰寺中学校 広島 脇山　結良   
安来市立広瀬中学校 島根 岩田　想奈   

10 安来市立広瀬中学校 島根 村上　瑛梨佳   
山口市立小郡中学校 山口 伊藤　菜緒   

11 山口市立小郡中学校 山口 岩尾　こよみ   
岡山市立石井中学校 岡山 廣澤　真伊 [3]   

12 岡山市立石井中学校 岡山 西山　日向   
山陽女学園中等部 広島 前野　天寧   

13 山陽女学園中等部 広島 谷本　葵   
松江市立第四中学校 島根 宮本　恵   

14 松江市立第四中学校 島根 平野　彩葉   
岡山県立倉敷天城中学校 岡山 川村　優奈   

15 岡山県立倉敷天城中学校 岡山 林　　優里   
山陽女学園中等部 広島 渡辺　葵依 [2]   

16 山陽女学園中等部 広島 藤山　羽優  
   
  



岡① 岡② 岡③ 広①

監督 吉藤　亨希 学年 監督 今井　大輔 学年 監督 松末　昌樹 学年 監督 法橋厚美 学年

選手1 青山　拓磨 ３年 選手1 尾﨑　翔也 ３年 選手1 岡本　羚希 ３年 選手1 德永　恢良 ３年

選手2 小川　洋右 ２年 選手2 小野田　陽太 ２年 選手2 森上　颯斗 ３年 選手2 藤山　一千翔 ３年

選手3 宮田　凌 ２年 選手3 髙森　孔之佑 ２年 選手3 横山　拓未 ３年 選手3 川元　秀五 １年

選手4 福田　唯人 ２年 選手4 野﨑　脩真 ２年 選手4 佐藤　悠樹 ３年 選手4 山田　悠世 １年

選手5 石坂　祐樹 ２年 選手5 西家　士 ２年 選手5 那須　正典 ３年 選手5 岩見　俊輝 ２年

選手6 角南　叶多 １年 選手6 森好　陽真 ２年 選手6 西田　潤平 ３年 選手6 増本　蒼士 ３年

選手7 和気　義章 １年 選手7 藤井　結大 ３年 選手7 山田　春樹 ３年 選手7 熊谷　光真 ２年

選手8 佐々木　雅幸 １年 選手8 尾﨑　航大 ２年 選手8 稲井　倖太 ３年 選手8 山根　遼太朗 ３年

選手9 石津　健 １年 選手9 金田　愛斗 ３年 選手9 岡田　煌世 ３年 選手9 永田　純大 ２年

選手10 佐々木　蒼介 １年 選手10 選手10 選手10 沖田　太陽 １年

広② 広③ 山① 山②

監督 夏原　信幸 学年 監督 石徳　優季 学年 監督 小野　佳文 学年 監督 中村　勝敏 学年

選手1 中本　涼雅 ３年 選手1 信原　世昂 ３年 選手1 熊谷　壮太 ３年 選手1 江尻　海斗 ３年

選手2 岡本　幸大 ２年 選手2 大川　啓貴 ３年 選手2 大下　空良 ３年 選手2 大場　徠夢 ３年

選手3 西本　惺良 ３年 選手3 出垣　遼 ３年 選手3 宮部　　楓 ３年 選手3 大深　弘資 ３年

選手4 山中　佑記 １年 選手4 山田　悠平 ３年 選手4 藤井　拓真 ３年 選手4 河野　圭佑 ２年

選手5 向井　煌 ３年 選手5 宮崎　創 ３年 選手5 伊藤　央詞 ３年 選手5 鈴木　智也 ３年

選手6 福田　愛輝 ３年 選手6 児玉　連太郎 ３年 選手6 仲道　大河 ３年 選手6 竹下　和仁 ２年

選手7 宮岡　爽磨 ３年 選手7 歌谷　智紀 ３年 選手7 兼原　海来 ３年 選手7 吉村　凛太朗 ３年

選手8 畑田　佳吾 ３年 選手8 岩本　卓也 ３年 選手8 佐々木　怜王 ２年 選手8 梅﨑　春孝 ３年

選手9 山岡　篤矢 ３年 選手9 冨永　昂 ３年 選手9 畚野　太佑 １年 選手9 縄田　龍斗 ３年

選手10 村上　蓮 ２年 選手10 岡﨑　智彦 １年 選手10 仲道　陸斗 １年 選手10 松永　天斗 ２年

島①

監督 井上　勇気 学年

選手1 錦織　陽太 １年

選手2 角田　樹 ３年

選手3 西村　颯真 １年

選手4 岩田　銀治 ２年

選手5 小櫻　空芽 １年

選手6 木村　真大 ３年

選手7 角　眞之介 １年

選手8

選手9

選手10

開星中学校

広島市立五日市中学校 修道中学校 下関市立山の田中学校 宇部市立西岐波中学校

男子団体

岡山大学教育学部附属 岡山学芸館清秀中学校 岡山県立倉敷天城中学校 広島なぎさ中学校



岡① 岡② 山① 山②

監督 青山　ゆか 学年 監督 岡田　萌 学年 監督 杉山　祐一 学年 監督 森　裕子 学年

選手1 川村　優奈 ３年 選手1 足立きみどり ３年 選手1 三浦　茜音 ３年 選手1 渡辺　和水 １年

選手2 今川　桃華 ３年 選手2 吉岡　穂 ３年 選手2 伊藤　菜緒 ３年 選手2 伊藤　凜香 ３年

選手3 藤九　彩寧 ３年 選手3 村川　塔子 ３年 選手3 河添　夢咲 ３年 選手3 今地　日向 ３年

選手4 橋詰　茉知 ３年 選手4 掛谷　清葉 ３年 選手4 松並　弥里 ３年 選手4 工藤　葵 １年

選手5 林　悠里 ３年 選手5 田村　晴香 ２年 選手5 西井　碧香 ２年 選手5 津田　菜々子 １年

選手6 水島　彩瑛 ３年 選手6 楠目あかり ２年 選手6 岩尾こよみ ２年 選手6 土井　愛海 ３年

選手7 河村　直美 ３年 選手7 楠目ひかり ２年 選手7 貞池　美緒 ２年 選手7 弥益　苺花 ３年

選手8 大後　紋乃 ３年 選手8 常盤　侑那 ２年 選手8 中村　真渚 １年 選手8

選手9 亀山　明依 ２年 選手9 今井こころ １年 選手9 選手9

選手10 柚木　志帆 ２年 選手10 選手10 選手10

広① 広② 広③ 広④

監督 河本　風香 学年 監督 門田　英男 学年 監督 中竹　貴志 学年 監督 永田　隆男 学年

選手1 清田　あいこ ３年 選手1 髙木　和 ３年 選手1 脇山　結良 ３年 選手1 亀本　徳美 ３年

選手2 東浜　理花 ３年 選手2 柴崎　真衣 ３年 選手2 山本　莉央 ３年 選手2 進藤　結衣 ３年

選手3 梅本　麗菜 ３年 選手3 角田　紗希 ３年 選手3 中元　愛子 ３年 選手3 清水　奈依 ３年

選手4 大塚　あや ３年 選手4 堀江　音穂 ２年 選手4 松島　芽生 ３年 選手4 堀野　晴佳 ３年

選手5 田口　桜 ３年 選手5 古城　芽生 ２年 選手5 吉中　沙恵 ３年 選手5 坪井　結愛 ３年

選手6 横山　侑來 ３年 選手6 安井　葵唯 ２年 選手6 岡﨑　倫巳 ３年 選手6 石岡　真幸 ２年

選手7 谷本　葵　 ２年 選手7 小笹　悠夏 １年 選手7 武村　光咲 ３年 選手7 宇根　加那子 ２年

選手8 前野　天寧 ２年 選手8 森澤　フジ花 １年 選手8 松﨑　有加 ２年 選手8 坂田　結衣 ２年

選手9 藤山　羽優 １年 選手9 持田　惟月 １年 選手9 福岡　姫奈 １年 選手9 遠藤　美徳 １年

選手10 渡辺　葵依 １年 選手10 選手10 選手10

女子団体

岡山県立倉敷天城中学校 岡山学芸館清秀中学校 山口市立小郡中学校 山口市立阿知須中学校

山陽女学園中等部　 広島市立大塚中学校 広島市立国泰寺中学校　 比治山女子中学校



 男  子  女　子 男　子  女  子 男　子 女　子
重田　雅文 吉岡　順子  大野・杉本  吉岡・丸山

 (広島 修道中)  (広島 安田中)   (広島 修道中)   (広島 安田中)
村上登志夫 宗高　由紀  八木・半田  宗高・進藤

(広島 松永L.C)  (岡山 山陽中)   (広島 修道中)   (岡山 山陽女)
武鎚　正芳 宗高　由紀  武鎚・安原  宗高・進藤

(岡山 天満屋S)  (岡山 山陽中)   (岡山 天満屋S)   (岡山 山陽女)
武鎚　正芳 宗高　由紀  武鎚・秦  宗高・進藤

(岡山 天満屋S)  (岡山 山陽中)   (岡山 天満屋S)   (岡山 山陽女)
武鎚　正芳 大橋加根子  武鎚・大林  大橋・沖本

(岡山 天満屋S) (広島 諏訪ﾛｰﾝ)   (岡山 天満屋S)(広島諏訪･安佐ﾛｰﾝ)
杉原　一芳 難波　由美  杉原・宗高  難波・湯浅

 (広島 井口中)  (岡山 山陽中)広島井口中岡山天満屋  (岡山 山陽女)
堀　　雅一 中島　美恵  大原・堀  岸田・中島 . 平成元年以前は記録がないため

(岡山 倉敷ｼﾞｭ)  (岡山 山陽中)  (岡山 倉敷ｼﾞｭ)   (岡山 山陽女) 全国大会出場校を記入してあります
大原　昌之 水田真由美  光井・磯金  工藤・中野 国　府 山陽女子

(岡山 倉敷ｼﾞｭ)  (岡山 山陽中) 　(山口 国府中)   (岡山 天満屋S) （山口） （岡山）
磯金　　徹 水田真由美  山田・岡田  水田・生駒 国　府 山陽女子

 (山口 国府中)  (岡山 山陽中) (広島 五日市 大成館)   (岡山 山陽女) （山口） （岡山）
磯金　　徹 江副奈津子  磯金・野村  江副・大月 国　府 山陽女子

 (山口 国府中)  (岡山 山陽中)   (山口 国府中)   (岡山 山陽女) （山口） （岡山）
大林　　章 遠藤　　愛  大林・奥村  江副・三輪 広大附属 山陽女子

(岡山 岡大附属中) (広島 城南中)  (岡山 岡大附属中)   (岡山 山陽女) （広島） （岡山）
松永　晃一 遠藤　　愛  岸本・佐藤  三輪・石津 山陽女子

 (岡山 吉備中)  (広島 城南中)   (広島 井口中)   (岡山 山陽女) （岡山）
宮地弘太郎 前原　裕美  岸本・佐藤  前原・大越 山陽女子

 (広島 培遠中)  (岡山 山陽中)   (広島 井口中)   (岡山 山陽女) （岡山）
宮地弘太郎 前原　裕美  青木・青木  前原・大越 山陽女子

 (広島 培遠中)  (岡山 山陽中)   (島根 八雲中)   (岡山 山陽女) （岡山）
江口慎太郎 尾崎　千奈  竹下・阿部  尾崎・尾崎

 (岡山 倉敷東中)  (岡山 琴浦中)   (岡山 東陽中)   (岡山 琴浦中)
竹下　和史 兼森  妙子  江口・藤原  尾崎・清板 広島城北 安田女子

 (岡山 東陽中)  (広島 熊野中)   (岡山 倉敷東中)   (岡山 琴浦中) （広島） （広島）
山本　裕輔 高谷奈々恵  尾崎・安井  高谷・磯島 琴浦 山陽女子

 (山口 藤山中)  (岡山 山陽中)   (岡山 琴浦中)   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
山本　裕輔 小谷　幸江  三宅・青山  磯島・鍛冶 操　山 山陽女子

 (山口 藤山中) (広島 熊野東中)   (岡山 操山中)   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
高田　義久 井上めぐみ  高橋・堀  鍛冶・中島 操　山 山陽女子

 (岡山 香和中)(広島 五日市南中) (鳥取 後藤ヶ丘中)   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
伊東　丈仁 佐藤　直子  沖村・住田  坪田・三沢 操　山 山陽女子

 (岡山 京山中)  (山口 川中中)   (広島 修道中)   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
雪原　浩資 坪田美奈子  内山・近藤  坪田・五藤 修　道 山陽女子

 (広島 城東中)  (岡山 山陽中)   (岡山 操山中)   (岡山 山陽女) （広島） （岡山）
五藤  健介 実成　春香  石川・中塚  沖田・志賀 操　山 山陽女子

(岡山 岡大附属) (岡山 岡大附属)   (岡山 児島中)   (山口 東岐波中) （岡山） （岡山）
末田　英 五藤かおり  高橋･佐々木  五藤･垂井 操　山 山陽女子

 (広島  東朋中)  (岡山 山陽中) (鳥取　五藤が丘中   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
高橋　洋介 垂井絵里香  高橋･佐々木  平松･垂井  操　山 山陽女子

鳥取　五藤が丘中  (岡山 山陽中) (鳥取　五藤が丘中)   (岡山 山陽女) （岡山） （岡山）
坪田　泰幸 垂井絵里香  坪田･粕谷  原　･垂井 修　道 山陽女子

(岡山 岡大附属)  (岡山 山陽中)  (岡山 岡大附属)   (岡山 山陽女) （広島） （岡山）
徳毛　真也 猿田　法子  冨田･冨田  猿田･猿田 操　山 山陽女子

 (岡山 岡山中)  (山口 向洋中) (広島 広大附属福山  (山口 向洋中) （岡山） （岡山）
大谷　明弘 加藤　夕香子  冨田･冨田 平松･富田 広島学院 山陽女子

 (山口 桑山中)  (山口 川中中) (広島 広大附属福山 (岡山 岡大附属) （広島） （岡山）
富田　玄輝 加藤　夕香子 松井･富田 加藤･河原 広島学院 山陽女子

 (岡山 岡大附属中  (山口 川中中)  (岡山 岡大附属中)  (山口 川中中) （広島） （岡山）
上本　武 楠瀬　優樹 藤澤･竹久 村田･大麻(七) 操　山 桜ヶ丘

(広島　近大福山中) (鳥取　福米中) (岡山　岡山中) (鳥取　桜ヶ丘中) （岡山） (鳥取)
富田　玄輝 伊藤　綾香 飯沼･的野 大麻･大麻 四季が丘 岡山

(岡山　岡大附属中) (広島　宇品中) (島根　島大附属中) (鳥取　桜ヶ丘中) (広島) (岡山)
猿田　純哉 木村　佳菜代 安井･種谷 吉原･吉原 瀬戸 安田女子

(山口　向洋中) (広島　三和中) (岡山　県立操山中) (山口　末武中) (岡山) (広島)
中本　真太郎 木村　佳菜代 遠藤・西村 大竹・大麻 芳田 安田女子

（岡山　備前中） (広島　三和中) （岡山　石井中） （鳥取・桜ヶ丘中） （岡山） (広島)

全国中学生テニス選手権中国予選歴代優勝者

回 年度 会場
シ　ン　グ　ル　ス ダ　ブ  ル　ス 団　　体

―   50 広島 ― ―

― 昭和49 岡山 ― ―

―

―   52 広島 ― ―

―   51 岡山 ―

―

―   54 広島 ― ―

―   53 岡山 ―

―   55 岡山

―   56 広島

 1   57 岡山

 2   58 山口

 3   59 広島

 4   60 岡山 ―

 5   61 山口 ―

 6   62 広島 ―

―

 8 平成 1 山口

 7   63 岡山 ―

 9    2 広島

10    3 岡山

11    4 山口

12    5 山口

13    6 岡山

14    7 広島

15    8 広島

16    9 岡山

17   10 山口

18   11 島根

19   12 広島

20 13 山口

21 14 鳥取

22 15 広島

23 16 広島

24 17 広島



岩見　直哉 西本　恵 広瀬・人見 山崎・宇佐川 岡大附属 下関中等
（鳥取　桜ヶ丘中） （山口　大内中） （岡山　桑田中） （山口　小郡中） （岡山） （山口）

藤　圭太 西本　恵 岡村・内田 宇佐川・山崎 広島城北 伴
（岡山　操南中） （岡山　中山中） （岡山　県操山中） （山口　小郡中） （広島） （広島）

岡本　大輝 西本　恵 岡本・黒瀬 林・長妻 倉敷北 大塚
（山口　勝山中） （岡山　中山中） （山口　勝山中） （広島　大塚） （岡山） （広島）

梶下　怜紀 二宮　真琴 梶下・乾 川島・河本 大塚 大塚
（広島　安佐南中） （広島　清和中） （広島　安佐南中） （広島　四季が丘中） （広島） （広島）

河野　優平 横田　遥菜 田鍋・宗近 岡村・紫藤 修道 大塚
（岡山　倉敷東中） （広島　女学院中） （広島　修道中） （岡山　京山中） （広島） （広島）

徳田　廉大 小池　颯紀 武久・丸石 小池・永嶋 広島なぎさ 大塚
（広島　五日市南） （広島　大塚中） （広島　広島なぎさ） （広島　大塚中） （広島） （広島）

榊原　颯　 小池　颯紀 丸石・竹野 小池・永嶋 総社東 大塚
（岡山　倉敷南） （広島　大塚中） （広島　広島なぎさ） （広島　大塚中） （岡山） （広島）

井上　幹基 中塚　桃子　 木本・井上 中塚・向井 広島なぎさ 開星
（山口　山大附属山口） （岡山　児島中） （山口　山大附属山口） （岡山　児島中） （広島） （島根）

星木　昇 細木　咲良　 小野・佐々木 宮内・細木 黒石 開星
（山口　川中中） （島根　開星中） （岡山　吉備中） （島根　開星中） （山口） （島根）

田中　謙太朗 酒井　凜 田中・手嶋 猪川・溝渕 大塚 山口
（山口　麻里布中） （広島　中広中） （山口　麻里布中） （岡山　味野中） （広島） （山口）

三宅　悠介 友永　梨音 田中・手嶋 石川・中島 広島学院 児島
（岡山　芳泉中） （広島　東雲中） （山口　麻里布中） （岡山　児島中） （広島） （岡山）

手嶋　海陽 新見　小晴 寺西・岡田 井上・轟木 大塚 児島
（山口　麻里布中） （岡山　桑田中） （山口　平田中） （山口　山口中） （広島） （岡山）

髙　悠亜 中島　玲亜 岩本・河内 阿部・井上 五日市 山陽女学園
（広島　昭和北中） （岡山　児島中） （島根　六日市中） （広島　山陽女学園） （広島） （広島）

大下　翔希 髙　絢果 窪田・太田 井上・中岡 五日市 山陽女学園
（広島　戸山中） （広島　昭和北中） （広島　戸坂中） （広島　山陽女学園） （広島） （広島）

渡邊　脩真 網田　永遠希 相馬・塚本 井上・遠藤 岡大附属 山陽女学園
（岡山　東山中） （岡山　岡大附属） （岡山　岡大附属） （広島　山陽女学園） （岡山） （広島）

中止（コロナ禍）

38 令和1 広島

39 2 広島

広島

33 26 広島

広島

25 18 広島

26 19 広島

29 22 広島

31 24

27 20 広島

28 21

30

32 25

30 23 広島

広島

広島

34 27

広島

36 29 広島

35 28 広島

37

40 令和3 広島


	表紙
	要項
	諸連絡
	コロナ対策提出書類
	団体戦
	男子S
	女子S
	男子D
	女子D
	団体メンバー
	歴代優勝

