
関係各位
山口県テニス協会

ジュニア委員長　川武郷

２０２３中国オープンジュニア山口大会の仮ドローをお知らせします。

今回は、参加者多数により、コンソレーション（初戦敗者のみ）は

大会２日目に行います。

なお、大会初日は、ベスト８ または ベスト１６まで行う予定です。

氏名・所属先に訂正がありましたら、３月２７日（月）までに

山口県ジュニア委員会　川武までお知らせ願います。

大会欠場等の連絡はジュニア委員会　川武までお願いします。

（不在時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。

　こちらからかけ直します。）

○携帯　０９０－４１０２－３９８５

○メール　mcenroe@jcom.home.ne.jp

以上

令和5年3月25日

山口県ジュニア委員会　川武（かわたけ）



○試合当日～コート内でのマナーについてお願い

（試合が終了した選手は、速やかにコートから退出すること）

（５）熱中症予防として、水分補給をこまめに行うこと。

（６）「密」を避けるため、自分の試合が終わった選手は速やかに会場を後にすること。

（１）試合待機中はお互いの距離を十分にとり、多くの人が密集しないよう待機すること。

（２）待機選手は、前の試合が終了後、選手がコートから退場した後にコートへ入ること。

（３）会場での「密」を避けるため選手以外の応援者は極力、最小限での来場をお願いします。

（４）持参した飲食物や使用済みマスク等のゴミ類は、必ず全て各自で持ち帰ること。

（２）こまめな手洗い、手指消毒をするよう心がけること。

④強い倦怠感（だるさ）や息苦しさがある場合

⑤同居家族や友人等身近な知人に感染症を発症した方（または疑いのある方）がいる場合

⑥過去7日間に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航、または当該在住者との濃厚接触がある場合

⑦その他、新型コロナウイルス感染症の可能性がある症状を有する方

（１）大会会場来場前には必ず検温を行い、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加、来場　　　

を見合わせること。

①試合当日に発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合は出場不可とする（同居家族含む）

②過去7日間以内に発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合（同居家族含む）

（※コロナ検査陰性証明書の提出あれば出場可。ワクチン接種に伴う発熱は応相談）

③味覚・嗅覚に異常を感じる場合

　大会に参加する選手および来場者、関係者の皆様におかれましては、各事項についてご協力を

お願いします。

　なお、本ガイドラインは、今後の状況をふまえて見直しを行う場合もあります。

○参加選手・来場される応援者の方へのお願い

　山口県テニス協会主催ジュニア大会における感染症予防ガイドライン

令和５年３月１３日更新

山口県テニス協会　ジュニア委員会

　このガイドラインは、日本スポーツ協会、日本テニス協会、山口県が発表したガイドライン等

に沿って、山口県テニス協会が主催するジュニア大会における感染症拡大予防、対策の留意点を

まとめたものです。



（２）大会本部は密閉空間とならないよう、十分な換気、こまめな消毒を行う。

（３）会場内での感染症予防対策に係る注意喚起、周知を呼びかける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（１）感染症予防のために主催者が決定したその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。

○大会本部の対応について

（１）大会本部窓口に手指消毒薬を設置する。

○その他

（３）エンドチェンジの際は、選手がそれぞれネットの別々のサイドから時計回りに移動する。

スコアボードは自分のスコア（ゲームカウント）のみ変えること。

（４）試合終了後は手洗い、手指消毒を行うこと。

（５）感染予防対策として、表彰式は省略した形で実施する。



種目 ドロー№

所属

氏名 年齢 歳

〒

住所

電話

当日の体温

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

氏名 性別 男 女

年齢

〒

住所

電話

当日の体温

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるか？

過去７日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされる
国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

℃（※当日、発熱・咳・咽頭痛など風邪症状ある場合は入場不可）

試合前７日間（試合当日含む）における以下の事項の有無

平熱を超える発熱（同居家族含む）

咳やのどの痛みなど風邪の症状（同居家族含む）

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるか？

過去７日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされる
国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

同
行
者

10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上

試合前７日間（試合当日含む）における以下の事項の有無

平熱を超える発熱（同居家族含む）

咳やのどの痛みなど風邪の症状（同居家族含む）

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

選
手

Ｕ　　　男子 ・ 女子

℃（※当日、発熱・咳・咽頭痛など風邪症状ある場合は出場不可）



所属団体

氏名 性別 男 女

年齢

〒

住所

電話

当日の体温

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

氏名 性別 男 女

年齢

〒

住所

電話

当日の体温

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし

あり なし
過去７日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされる
国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

※本チェックリストにより提出された情報は、本協会個人情報保護方針に基づいた取り扱いを行います。

咳やのどの痛みなど風邪の症状（同居家族含む）

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるか？

過去７日以内に政府から入国制限、入国後の経過観察を必要とされる
国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

コ
ー

チ
・
顧
問

10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上

℃　（※当日、発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合は入場不可）

試合前７日間（試合当日含む）における以下の事項の有無

平熱を超える発熱（同居家族含む）

咳やのどの痛みなど風邪の症状（同居家族含む）

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

嗅覚や味覚の異常

体が重く感じる、疲れやすい等

新型コロナウイルス感染症陽性者とされた者との濃厚接触

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいるか？

コ
ー

チ
・
顧
問

10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上

℃　（※当日、発熱・咳・咽頭痛など風邪症状がある場合は入場不可）

試合前７日間（試合当日含む）における以下の事項の有無

平熱を超える発熱（同居家族含む）



今大会も感染症対策として、中央スタンドの一部立入規制を行います。
中央スタンド中央（本部・オーダーオブプレイ）への立入りは、出場選手、大会運営スタッフ、大会役員のみとなります。
大会期間中、引率者（保護者、コーチ等）の中央スタンド立入りは、観覧席までとなります。
（中央スタンド下のトンネル通路は通用時のみ利用可。ただし、トンネル通路内での待機や観戦はご遠慮ください）
※その他、以下の場所は、通常通り引率者の方も立入り可能です。
　管理棟スタンド（１～４番コート側スタンド）、１～１６番コート通路（芝生の通路）

管理棟スタンド（観覧席）

５番コート ６番コート ７番コート ８番コート

１～４・５～８番コート通路（芝生通路）

１番コート ２番コート ３番コート ４番コート

１０番コート １１番コート １２番コート

中央スタンド（観覧席） 中央スタンド（本部・オーダーオブプレイ） 中央スタンド（観覧席）

維新コート　会場内の一部立入規制について

通
路
（
引
率
者
立
入
可
）

１３～１６番コート通路（芝生通路）

通
路
（
引
率
者
立
入
可
）

１３番コート １４番コート １５番コート １６番コート

９～１２番コート通路（芝生通路）

９番コート

引率者立入可

引率者立入可

引率者立入可

引率者立入可

引率者の方は

立入りできません



主 催

共 催

主 管

後 援

日 程

会 場

令 和 ５ 年 ４ 月 ４ ， ５ 日 （ 火 ・ 水 ）

仮ドロー

維 新 百 年 記 念 公 園 テ ニ ス 場

山 口 県 教 育 委 員 会

岩 国 市 教 育 委 員 会

岩 国 市 運 動 公 園 テ ニ ス コ ー ト

（予備日：６日（木））

２０２３年度

第２６回 中国オープンジュニア山口大会

山 口 県 テ ニ ス 協 会

山 口 県 ジ ュ ニ ア 委 員 会

中 国 ジ ュ ニ ア 委 員 会



試合開始（予定）

9:10

10:00

13:00

12:00

ディレクター 川武　郷

レフェリー 村川　洋　　　　杉本　和子

進行 山口県ジュニア委員

１．試合方法

※ 今回は参加者多数により、コンソレーションは２日目に行います。

コンソレーションを希望する選手は、初日試合終了後本部に届けて下さい。

★天候その他の事情により、試合方法及び会場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．遅刻に対するペナルティーなど、その他のルールはＪＴＡルールを採用します。

４．試合はセルフジャッジです。サーバーはポイントやゲームのコールを相手に聞こえるように
　　大きな声でして下さい。

５．選手は進行板に注意して、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。

６．試合終了後、勝者は速やかにボールと進行板に貼ってある自分のカードを本部に届けて下さい。

７．開会式は行いません。受付は各選手が届けてください。

８．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下さい。

９．コート外からのアドバイスやジャッジに関する抗議等を一切禁止します。
　　選手はジュニアらしい態度で試合に臨むこと。

10．体調の悪い場合は無理して試合をせずに勇気を持って棄権して下さい。

　　 各コートのシングルスティック、スコアボードを倉庫から出して練習を始めて下さい。

12．ごみは必ず各自で持ち帰ること。

　　 （不在時は留守番電話になりますので、メッセージを残してください。こちらからかけ直します。）

１）　ラインジャッジ等の判定に関して、口出しすることをお控え下さい。

２）　好プレーに対しては、敵味方関係なく、惜しみない拍手をお願いします。

３）　逆に、いずれのプレイヤーのエラーに対する拍手はご遠慮下さい。

①「山口県テニス協会主催ジュニア大会再開にむけた感染症予防ガイドライン」を遵守してください。

②選手は受付時にチェックリストを提出してください。（参加日ごとに提出が必要です。）
　　チェックリストを持参していない場合、コピー代として１枚10円を徴収します。

③今大会の入場制限について（お願い）
　　　・選手１名につき、同行者（保護者）は2名
　　　・各クラブ・学校のコーチ・顧問は１名

④会場内に入る方は必ずチェックリストを大会本部へ提出してください。（送迎のみの場合は提出不要）

Ｕ１４男子シングルス

※

Ｕ１６男子シングルス

11:40

4月6日（木） 予備日

Ｕ１６男子シングルス

Ｕ１６女子シングルス

維新百年記念公園
テニス場

維新百年記念公園
テニス場

※
前
日
の
残
り
※

※

観客のみなさんへ・・・お願い

諸注意・連絡事項

　※４月４日（火）１６：００頃に本部にて発表します。

Ｕ１２女子シングルス

Ｕ１４男子シングルス

Ｕ１４女子シングルス
4月5日（水）

Ｕ１２男子シングルス

維新百年記念公園
テニス場

１セットマッチ（6-6タイブレーク）

コンソレーション（初戦敗者のみ。１回限り） ６ゲーム先取（ノーアド）

9:40

12:40

Ｕ１２女子シングルス

Ｕ１４女子シングルス

※※

新型コロナウィルス感染症対策についてのお願い

試合会場

岩国市運動公園
テニスコート

種             目

岩国市運動公園
テニスコート

Ｕ１６女子シングルス

Ｕ１２男子シングルス

本戦、３位、５～８位決定戦

9:10 8:40

13．大会欠場等の連絡先　山口県ジュニア委員会　川武（かわたけ）　携帯：０９０－４１０２－３９８５

4月4日（火）

大会日程

大会役員

受付締切

★　受付は各種目の受付締切時間までに行ってください。（２日目も必ず受付をしてください。）★

8:40

11．練習コートは各選手交代で練習して下さい。（ 8:00～8:15 / 8:15～8:30 / 8:30～8:45 / 8:45～9:00 )



岩国市運動公園テニスコート
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（１）

1 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 33 アサヒＴＣ新 大輝 [1] 森 太一 [4]

3 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 35 ＴＣＳ

2 34

5 アルファＴＣ 山口 37 ＮＢテニスガーデン

4 石川ＴＳ 岡山 36 レノファ山口

7 ＮＢテニスガーデン 広島 39 やすいそ庭球部

6 ラスタットＴＣ 岡山 38 たけなみＴＡ

大屋 海翔

8 グリーンベアーズ 島根 40 アルファＴＣ

10 レノファ山口 山口 42 ミズノＴＳ

9 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 41 グリーンベアーズ

12 ＳＴＥＶＥ 鳥取 44 アサヒＴＣ

11 たけなみＴＡ 岡山 43 Ｔｅｎｓｉｏｎ

14 ＮＢテニスガーデン 広島 46 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ

13 ミズノＴＳ 山口 45 みなみ坂ＴＳ

16 アサヒＴＣ 岡山 48 たけなみＴＡ

15 浜っ子テニスクラブ 島根 47 やすいそ庭球部

17 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 49 グリーンベアーズ堀 大輝 [10]

19 山口テニスアカデミー 山口 51 レノファ山口

18 境港ジュニア 鳥取 50 アサヒＴＣ

田中 威風

20 やすいそ庭球部 広島 52 ＮＢテニスガーデン

22 カトウＴＣ 山口 54 福山テニス王国

21 石川ＴＳ 岡山 53 山口サングリーンＴＣ

24 風の国ＴＣＪｒ 島根 56 ノアテニスアカデミー倉敷

23 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 55 アルファＴＣ

26 福山テニス王国 広島 58 いのうえＴＧ

25 たけなみＴＡ 岡山 57 ラスタットＴＣ

28 Ｈｉｂｒｉｄテニススクール 広島 60 大和オレンジボールＴＣ

27 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 59 やすいそ庭球部

29 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 61 Ｓｃｒａｔｃｈ小倉 悠太

30 チェリーＴＣ 岡山 62 たけなみＴＡ

31 レノファ山口 山口

八松 陽馬 竹内 航真

平木 瑠青

63 浜っ子テニスクラブ

32 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 64 大和オレンジボールＴＣ

Bye Bye

長岡 巧澄 城戸 星音

梶本 隆晴

岡山

広島

山口

佐々木 大希 安藤 星空

武田 悠吾 折本 壮一

岩田 翔太朗 荒瀬 有都

広島

山口

城 恭太郎

加藤 悠晟 門田 紘岳

黒江 仁 河内 蒼馬

松原 綜佑 苫田 蒼伍

島根

山口

広島

川﨑 悠朔

藤山 凛太郎 尾山 潤多

佐々木 陽大 寺西 瑛大郎

樋口 暖人 [13] 幾瀧 陽向 [16]

松本 清吾

岡山

中田 空良 [11]

伊藤 凛太郎 森 隆翔

能美 絢登 上田 秀虎

村上 類 柴山 煌誠

岡山

山口

広島

原口 結斗

佐々木 埜羽 山岡 夏陽

沖本 彪真 小田 爽翔

森山 大樹 植松 蒼葉

山口

広島

山口

高橋 英士 [7] 藤本 悠太 [8]

手柴 吾雅史

松尾 夏樹 西田 共毅

木本 陽向 舩越 太陽

瀬尾 康成 田屋 颯

吉野 透真

彌生 創太

原田 慎治郎 谷本 海

石田 惺己 市原 昊空

広島

岡山

岡山

広島

山口

広島

島根

岡山

島根

山口

岡山

岡山

山口

広島

山口

広島



岩国市運動公園テニスコート
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス（２）

65 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗 [5] 97 やすいそ庭球部 広島 上野 遼真 [6]

66 Bye 98 Bye

67 Ｈｉｂｒｉｄテニススクール 広島 中西 順也 99 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 小虎 翔太

68 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 陵太 100 レノファ山口 山口 原田 有

69 みなみ坂ＴＳ 広島 永木 里樹 101 グリーンベアーズ 島根 田中 結弦

70 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 殿重 仁埜 102 ＮＢテニスガーデン 広島 ウォード 千也理

71 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 神田 直 103 たけなみＴＡ 岡山 谷本 亮

72 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 井上 斗葵 104 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 福村 圭貴

73 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原 陽希 105 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉 廉仁

74 ミズノＴＳ岩国 山口 市来 翼空 106 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 内藤 旭

75 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 昇太 107 ミズノＴＳ 山口 今村 涼真

76 山口テニスアカデミー 山口 則安 凌牙 108 ＳＴＥＶＥ 鳥取 山下 陽大

77 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 凱空 109 やすいそ庭球部 広島 寺西 康大郎

78 大和オレンジボールＴＣ 山口 西沢 隼太郎 110 周南ジュニアＴＳ 山口 菊川 旺太郎

79 たけなみＴＡ 岡山 青木 暖斗 111 福山テニス王国 広島 田中 隼人

80 やすいそ庭球部 広島 瀧山 直 [12] 112 グリーンベアーズ 島根 鈴木 寿弥 [9]

81 ツルガハマＴＣ 山口 片上 龍之介 [14] 113 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大田 勝貴 [15]

82 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 石原 颯人 114 山口オーサンスＴＣ 山口 松田 蓮

83 ラスタットＴＣ 岡山 橋本 峻典 115 サニーテニス 鳥取 岩井 快斗

84 やすいそ庭球部 広島 藤山 洸大 116 Ｈｉｂｒｉｄテニススクール 広島 瀬尾 悠成

85 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 大豊 雄希 117 石川ＴＳ 岡山 本村 蓮翔

86 アルファＴＣ 山口 平本 遥大 118 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 浦瀧 諒人

87 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 上迫 凌太郎 119 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 依織

88 石川ＴＳ 岡山 石川 起平 120 やすいそ庭球部 広島 南角 健太

89 ＮＢテニスガーデン 広島 瀧本 悠友 121 たけなみＴＡ 岡山 片山 竣介

90 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 武居 蓮 122 レノファ山口 山口 松田 征志郎

91 Ｈｉｂｒｉｄテニススクール 広島 林 映多 123 やすいそ庭球部 広島 山﨑 崇士朗

92 たけなみＴＡ 岡山 山口 楷心 124 山口テニスアカデミー 山口 野上 颯太郎

93 ふくいＴＣ 山口 上野 陽豊 125 ＮＢテニスガーデン 広島 北川 照樹

94 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大峰 侑真 126 サニーテニス 鳥取 北村 幸生

山口

95 Bye 127
弘中 丈詞 [2]
Bye

96 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太 [3] 128 アルファＴＣ



岩国市運動公園テニスコート
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２女子シングルス（１）

1 グリーンベアーズ 島根 押川 美月 [1] 33 ツルガハマＴＣ 山口 片上 碧 [4]

2 Bye 34 Bye

3 ＴＥＮＮＩＳ　ＺＯＮＥ　ＨＥＳＡＫＡ 広島 古島 芽育 35 ＮＢテニスガーデン 広島 森澤 いせ奈

4 アルファＴＣ 山口 田中 奏桜 36 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 黒﨑 美空

5 みなみ坂ＴＳ 広島 宮森 琴音 37 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 高丘 風華

6 Bye 38 Bye

7 Bye 39 Bye

8 柳生園ＴＣ 岡山 國米 柚衣珂 40 柳生園ＴＣ 岡山 近藤 姫愛

9 サニーテニス 鳥取 上原 心寧 41 サニーテニス 鳥取 赤井 愛椛

10 Bye 42 Bye

11 Bye 43 Bye

12 トゥネＴＣ 山口 渡辺 和葉 44 ＲＯＵＧＨ福岡 福岡 中村 莉子

13 やすいそ庭球部 広島 増田 奈央 45 ジョイスポーツＴＣ 山口 藤本 悠

14 Bye 46 Bye

15 Bye 47 Bye

16 テニスＮＯＣＯ 山口 佐藤 凜 [13] 48 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 彩芭 [16]

17 やすいそ庭球部 広島 山本 咲和 [12] 49 ツルガハマＴＣ 山口 久佐 美月姫 [9]

18 Bye 50 Bye

19 レノファ山口 山口 神尾 柚月 51 石川ＴＳ 岡山 江口 奈美

20 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大森 心結 52 グリーンベアーズ 島根 角田 萌

21 ＲＫＫルーデンスＴＣ 熊本 阿部 紗芭 53 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 優芽奈

22 Bye 54 Bye

23 Bye 55 Bye

24 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 北野 くるみ 56 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 香川 夕奈

25 ＮＢテニスガーデン 広島 山根 光織 57 Ｈｉｂｒｉｄテニススクール 広島 平尾 茉理奈

26 Bye 58 Bye

27 Bye 59 Bye

28 山口テニスアカデミー 山口 岸田 千陽 60 トゥネＴＣ 山口 工藤 凛花

29 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 原 莉衣咲 61 チェリーＴＣ 岡山 舟木 彩羽

30 チェリーＴＣ 岡山 内薗 汐音 62 いのうえＴＧ 山口 金田 有加

島根

31 Bye 63
松浦 一花 [8]
Bye

32 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田 花 [7] 64 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江



岩国市運動公園テニスコート
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１２女子シングルス（２）

65 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 森植 郁心 [5] 97 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋 結愛 [6]

66 Bye 98 Bye

67 浜っ子テニスクラブ 島根 市原 百桃 99 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 市岡 千乃

68 やすいそ庭球部 広島 中島 綾子 100 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 中村 華菜

69 石川ＴＳ 岡山 江口 真央 101 みなみ坂ＴＳ 広島 浦江 栞奈

70 Bye 102 Bye

71 Bye 103 Bye

72 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 美月 104 アルファＴＣ 山口 大河原 紬希

73 ＮＢテニスガーデン 広島 近藤 紗衣 105 やすいそ庭球部 広島 野村 海心

74 Bye 106 Bye

75 Bye 107 Bye

76 ＲＯＵＧＨ福岡 福岡 堤 彩生 108 アサヒＴＣ 岡山 苫田 朱琳

77 やすいそ庭球部 広島 田中 咲希 109 ＮＢテニスガーデン 広島 亀田 紗和

78 アサヒＴＣ 岡山 三宅 陽莉 110 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 藤原 初乃

79 Bye 111 Bye

80 ツルガハマＴＣ 山口 萬行 椛恋 [11] 112 ツルガハマＴＣ 山口 河口 依鈴 [10]

81 ミズノＴＳ 山口 松本 涼花 [14] 113 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 晴日 [15]

82 Bye 114 Bye

83 Bye 115 Bye

84 やすいそ庭球部 広島 岡田 優羽 116 ジョイスポーツＴＣ 山口 大木 慈

85 トゥネＴＣ 山口 津田 日菜子 117 ミズノＴＳ 山口 畑山 陽奈

86 Bye 118 Bye

87 Bye 119 Bye

88 ラスタットＴＣ 岡山 諏訪 継実 120 たけなみＴＡ 岡山 日野 晴美

89 グリーンベアーズ 島根 石田 明菜 121 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 結

90 Bye 122 Bye

91 Bye 123 Bye

92 いのうえＴＧ 山口 山本 愛子 124 レノファ山口 山口 神尾 美穂莉

93 ＮＢテニスガーデン 広島 渡邉 陽菜 125 ＮＢテニスガーデン 広島 津山 瑠唯

94 山口テニスアカデミー 山口 田中 佑佳 126 トゥネＴＣ 山口 鈴木 菜月

岡山

95 Bye 127
新開 菫 [2]
Bye

96 たけなみＴＡ 岡山 川村 奈央 [3] 128 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ



維新百年記念公園テニス場
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４男子シングルス（１）

1 アサヒＴＣ 岡山 小川 洋右 [1] 33 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 渡辺 慶大 [4]

2 Bye 34 Bye

3 レノファ山口 山口 杉山 遼真 35 レノファ山口 山口 二井 景彪

4 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦 36 福山テニス王国 広島 佐野 瑛大

5 ツルガハマＴＣ 山口 青木 結生 37 山口テニスアカデミー 山口 弥益 圭佑

6 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 亀山 蒼生 38 チェリーＴＣ 岡山 原田 龍之介

7 Bye 39 Bye

8 みなみ坂ＴＳ 広島 松永 悠希 40 リョーコーＴＣ 広島 藤田 宗万

9 たけなみＴＡ 岡山 モーガン 瑠来 41 開星中学校 島根 小櫻 空芽

10 Bye 42 Bye

11 トゥネＴＣ 山口 部坂 匡佑 43 ふくいＴＣ 山口 田森 奏音

12 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤 広悠 44 やすいそ庭球部 広島 竹野 聡汰

13 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 木本 春馬 45 開星中学校 島根 角 眞之介

14 柳生園ＴＣ 岡山 小幡 一期 46 カトウＴＣ 山口 山尾 敬之

15 Bye 47 Bye

16 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 森原 千一郎 [13] 48 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉 [14]

17 たけなみＴＡ 岡山 髙森 太吏郎 [9] 49 やすいそ庭球部 広島 髙川 空澄 [10]

18 Bye 50 Bye

19 ミズノＴＳ岩国 山口 土屋 勇馬 51 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 福村 聡基

20 インドアＴＳ広島 広島 櫻井 悠翔 52 アサヒＴＣ 岡山 内藤 颯海

21 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 大西 幸太 53 周南ジュニアＴＳ 山口 白井 誠人

22 カトウＴＣ 山口 仲道 陸斗 54 リョーコーＴＣ 広島 髙浦 健

23 Bye 55 Bye

24 やすいそ庭球部 広島 山田 悠世 56 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 雅幸

25 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真 57 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 健太

26 Bye 58 Bye

27 Bye 59 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 前川 崇琉

28 カトウＴＣ 山口 福田 一樹 60 サニーテニス 鳥取 小笠原 航太

29 ＮＢテニスガーデン 広島 渡邉 陽仁 61 カトウＴＣ 山口 永冨 弥

30 チェリーＴＣ 岡山 舟木 祐宇 62 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 孝太

島根

31 Bye 63
西村 颯真 [6]
Bye

32 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真 [8] 64 開星中学校



維新百年記念公園テニス場
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４男子シングルス（２）

65 アサヒＴＣ 岡山 大平 晴仁 [7] 97 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 角南 叶多 [5]

66 Bye 98 Bye

67 ミズノＴＳ 山口 西村 桃汰 99 ふくいＴＣ 山口 江畑 将吾

68 やすいそ庭球部 広島 沖田 太陽 100 上本ＴＳ 広島 江島 直紀

69 カトウＴＣ 山口 佐々木 怜王 101 カトウＴＣ 山口 藤本 哲平

70 Bye 102 ＮＢテニスガーデン 広島 堀部 真佑

71 Bye 103 Bye

72 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江 健生 104 アサヒＴＣ 岡山 森本 大駿

73 アサヒＴＣ 岡山 柴原 世凪 105 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 健太

74 Bye 106 Bye

75 やすいそ庭球部 広島 山本 蓮 107 大和オレンジボールＴＣ 山口 山崎 梓音

76 いのうえＴＧ 山口 松永 新平 108 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 森植 亮介

77 福山テニス王国 広島 神原 健人 109 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大峰 惺吾

78 サニーテニス 鳥取 足立 晃志 110 カトウＴＣ 山口 吉村 光

79 Bye 111 Bye

80 大和オレンジボールＴＣ 山口 石田 宗一郎 [12] 112 ラスタットＴＣ 岡山 吉武 蕾音 [11]

81 やすいそ庭球部 広島 山中 佑記 [16] 113 いのうえＴＧ 山口 山本 直生 [15]

82 Bye 114 Bye

83 カトウＴＣ 山口 佐々木 柚多 115 たけなみＴＡ 岡山 幾瀧 蒼也

84 アサヒＴＣ 岡山 高戸 佑羽 116 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本 太我

85 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤 央悠 117 ふくいＴＣ 山口 畚野 太佑

86 浜っ子テニスクラブ 島根 服部 寛仁 118 岡山理大附属中 岡山 鷹野 稜

87 Bye 119 Bye

88 いのうえＴＧ 山口 山崎 敬史 120 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本 幸大

89 アサヒＴＣ 岡山 和気 義章 121 ツルガハマＴＣ 山口 吉田 涼

90 Bye 122 Bye

91 Bye 123 カトウＴＣ 山口 岡 駿

92 カトウＴＣ 山口 石田 悠馬 124 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 春咲

93 ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷 勇志 125 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本 怜遠

94 ふくいＴＣ 山口 梅本 怜央 126 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 小倉 翔太

岡山

95 Bye 127
松本 悠希 [2]
Bye

96 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 溝手 倫太朗 [3] 128 アサヒＴＣ



岩国市運動公園テニスコート
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１４女子シングルス

1 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 [1] 33 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 里保 [6]

2 Bye 34 Bye

3 グリーンベアーズ 島根 芝原 心結 35 ＮＢテニスガーデン 広島 原 かれん

4 天満屋遊プラザ 岡山 高山 桜和 36 トゥネＴＣ 山口 津田 菜々子

5 ＮＢテニスガーデン 広島 島本 凛 37 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 福岡 姫奈

6 たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴 38 ふくいＴＣ 山口 飯田 茜

7 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 遠藤 美徳 39 たけなみＴＡ 岡山 藤井 心晴

8 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月 [16] 40 グリーンベアーズ 島根 勝部 陽日 [10]

9 トゥネＴＣ 山口 渡辺 和水 [12] 41 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣 [15]

10 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 山本 梨乃 42 アルファＴＣ 山口 木下 茉柚

11 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 陶山 千尋 43 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇 愛菜

12 ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野 天寧 44 いのうえＴＧ 山口 古澤 未來

13 トゥネＴＣ 山口 工藤 葵 45 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森川 沙楽

14 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 原 愛莉 46 ノアテニスアカデミー倉敷 岡山 植松 百々葉

15 Bye 47 Bye

16 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉 聖理奈 [7] 48 ツルガハマＴＣ 山口 河口 菜々美 [4]

17 英数学館中学 広島 平田 里帆 [3] 49 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山 那奈 [5]

18 Bye 50 Bye

19 アサヒＴＣ 岡山 三宅 穂花 51 アルファＴＣ 山口 田中 陽彩

20 ミズノＴＳ岩国 山口 寄尾 優杏 52 たけなみＴＡ 岡山 青木 優奈

21 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉 53 サニーテニス 鳥取 松江 優奈

22 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 岡本 遥 54 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹 悠夏

23 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 瀬﨑 結音 55 ミズノＴＳ 山口 川上 凜

24 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉 [14] 56 たけなみＴＡ 岡山 西山 日向 [9]

25 アルファＴＣ 山口 青木 陽咲 [11] 57 やすいそ庭球部 広島 田中 愛 [13]

26 チェリーＴＣ 岡山 内薗 伊咲 58 たけなみＴＡ 岡山 難波 詩乃

27 ＮＢテニスガーデン 広島 大森 唯愛 59 ミズノＴＳ 山口 松本 紗弥

28 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華 60 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 森澤 フジ花

29 ふくいＴＣ 山口 上野 杏樹 61 アルファＴＣ 山口 日野村 唯

30 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 上瀬 結 62 やすいそ庭球部 広島 井場 乙羽寧

岡山

31 Bye 63
藤本 芽衣奈 [2]
Bye

32 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 蓬莱 小春 [8] 64 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ



維新百年記念公園テニス場
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６男子シングルス（１）

1 関西高校 岡山 宮本 浩弥 [1] 33 岡山理大附属高校 岡山 中島 璃人 [3]

2 Bye 34 Bye

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 細谷 忠広 35 ジョイスポーツＴＣ 山口 永田 空輝

4 いのうえＴＧ 山口 金田 真弥 36 ＮＢテニスガーデン 広島 加藤 匠真

5 インドアＴＳ広島 広島 岩見 俊輝 37 山口テニスアカデミー 山口 長谷川 和真

6 Bye 38 Bye

7 Bye 39 Bye

8 岡山理大附属高校 岡山 後藤 凌 40 開星中学校 島根 木村 真大

9 やすいそ庭球部 広島 藤川 純大 41 ふくいＴＣ 山口 川崎 康太

10 Bye 42 Bye

11 Bye 43 Bye

12 ミズノＴＳ岩国 山口 宇本 僚太 44 庭球館 広島 石橋 蒼大

13 ＮＢテニスガーデン 広島 川出 悠翔 45 たけなみＴＡ 岡山 吉賀 敬

14 Bye 46 Bye

15 Bye 47 Bye

16 岡山学芸館高校 岡山 藤野 圭汰 [15] 48 やすいそ庭球部 広島 徳永 恢良 [14]

17 グリーンベアーズ 島根 渡部 朔也 [12] 49 やすいそ庭球部 広島 山﨑 光 [9]

18 Bye 50 Bye

19 ジョイスポーツＴＣ 山口 戸倉 琥太郎 51 カトウＴＣ 山口 三島 佑一朗

20 岡山理大附属高校 岡山 山下 晴雄 52 岡山学芸館高校 岡山 舟木 遥央

21 ＮＢテニスガーデン 広島 中島 楽人 53 みなみ坂ＴＳ 広島 永田 純大

22 Bye 54 Bye

23 Bye 55 Bye

24 ＳＵＫ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ 山口 正木 光 56 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 小野田 陽太

25 山口テニスアカデミー 山口 石田 誠志郎 57 アサヒＴＣ 岡山 中川 輝里

26 Bye 58 Bye

27 Bye 59 Bye

28 岡山学芸館清秀中学校 岡山 野﨑 脩真 60 広陵高校 広島 岡田 驍

29 レノファ山口 山口 藤本 航平 61 岡山理大附属高校 岡山 網本 真大

30 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 岡山 髙谷 朔久 62 サニーテニス 鳥取 初沢 駿佑

広島

31 Bye 63
大下 遥希 [5]
Bye

32 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺 [7] 64 Ｓｃｒａｔｃｈ



維新百年記念公園テニス場
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６男子シングルス（２）

65 岡山理大附属高校 岡山 阿部 蓮央 [6] 97 岡山理大附属中 岡山 江口 航生 [8]

66 Bye 98 Bye

67 山口オーサンスＴＣ 山口 水上 颯人 99 カトウＴＣ 山口 藤田 大輝

68 みなみ坂ＴＳ 広島 岩根 大地 100 ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷 光真

69 たけなみＴＡ 岡山 片山 温友 101 レノファ山口 山口 藏満 晴琉

70 Bye 102 Bye

71 Bye 103 Bye

72 開星中学校 島根 岩田 銀治 104 関西高校 岡山 浜田 響己

73 サニーテニス 鳥取 寺坂 遼央 105 岡山理大附属高校 岡山 太田 翔

74 Bye 106 Bye

75 Bye 107 Bye

76 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 山口 深井 悠真 108 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 瀬﨑 有

77 たけなみＴＡ 岡山 髙森 孔之祐 109 ミズノＴＳ岩国 山口 宇本 雄太

78 ジョイスポーツＴＣ 山口 永田 大翼 110 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 中本 涼雅

79 Bye 111 Bye

80 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 渡辺 咲玖 [11] 112 岡山学芸館高校 岡山 檜垣 優弥 [10]

81 アサヒＴＣ 岡山 佐藤 陽人 [13] 113 岡山理大附属高校 岡山 飯田 要 [16]

82 Bye 114 Bye

83 山口テニスアカデミー 山口 達川 侑徳 115 Bye

84 ＮＢテニスガーデン 広島 池下 侑真 116 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 瀧本 琉

85 岡山理大附属高校 岡山 池畠 舷生 117 ミズノＴＳ岩国 山口 松村 蓮

86 Bye 118 Bye

87 Bye 119 Bye

88 開星中学校 島根 角田 樹 120 グリーンベアーズ 島根 鈴木 佑門

89 岡山学芸館高校 岡山 今田 開士 121 サニーテニス 鳥取 幡原 創

90 Bye 122 Bye

91 Bye 123 Bye

92 やすいそ庭球部 広島 藤山 一千翔 124 岩国高校 山口 田邉 英琉

93 さくらＳＳＣ 島根 原 俊輔 125 開星高校 島根 周藤 孝明

94 カトウＴＣ 山口 畑 俊成 126 ジョイスポーツＴＣ 山口 藤本 笙

岡山

95 Bye 127
中川 琉成 [2]
Bye

96 みなみ坂ＴＳ 広島 住田 涼成 [4] 128 アサヒＴＣ



維新百年記念公園テニス場
2023.4/4,5

第２６回 中国オープンジュニア山口大会　仮ドロー

Ｕ１６女子シングルス

1 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [1] 33 岡山学芸館高校 岡山 亀山 華子 [5-8]

2 Bye 34 Bye

3 カトウＴＣ 山口 福田 彩乃 35 大和オレンジボールＴＣ 山口 西林 優菜

4 柳生園ＴＣ 岡山 行守 想 36 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 原 夏実

5 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 細川 瑠那 37 山陽学園高校 岡山 箕延 愛結

6 アルファＴＣ 山口 小林 奈月 38 ＮＢテニスガーデン 広島 堀江 音穂

7 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 広島 山本 千尋 39 Bye

8 山陽学園高校 岡山 志久 舞優 [16] 40 アルファＴＣ 山口 大河原 絆愛 [10]

9 やすいそ庭球部 広島 谷本 葵 [9] 41 ＭＵＧＥＮ 広島 竹堂 杏 [15]

10 Bye 42 ＳＵＫ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ 山口 伊藤 菜緒

11 野田学園高校 山口 増田 紗優梨 43 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 吉田 瑞穂

12 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 伊藤 麻理 44 野田学園高校 山口 長岡 愛

13 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵 45 グリーンベアーズ 島根 平野 彩葉

14 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 尾﨑 寛子 46 ツルガハマＴＣ 山口 梶村 明花

15 Bye 47 Bye

16 岡山学芸館高校 岡山 田﨑 菜々美 [5-8] 48 やすいそ庭球部 広島 清田 あいこ [3]

17 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 平田 早希 [4] 49 柳生園ＴＣ 岡山 丸山 華穂 [5-8]

18 Bye 50 Bye

19 トゥネＴＣ 山口 今地 日向 51 ミズノＴＳ 山口 前田 ゆめ

20 柳生園ＴＣ 岡山 青山 莉明良 52 安田女子高校 広島 加藤 優瑞希

21 庭球館 広島 千倉 雪乃 53 野田学園高校 山口 美山 くらら

22 岡山学芸館高校 岡山 伊藤 加恋 54 みなみ坂ＴＳ 広島 松永 夢芽

23 アキラIＴＣ 広島 河野 光咲 55 Bye

24 野田学園高校 山口 廣澤 真伊 [13] 56 岡山学芸館高校 岡山 山口 心暖 [11]

25 山口テニスアカデミー 山口 向山 瑞生 [12] 57 ＋Ｊテニスアカデミー 広島 永井 支麻 [14]

26 Bye 58 周南ジュニアＴＳ 山口 津山 和奏

27 やすいそ庭球部 広島 横山 侑來 59 岡山学芸館高校 岡山 福武 葵

28 山陽学園高校 岡山 中澤 夢叶 60 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 平岡 咲光

29 レノファ山口 山口 緒方 菜々恵 61 レノファ山口 山口 西井 碧香

30 みなみ坂ＴＳ 広島 髙浦 あかり 62 ＮＢテニスガーデン 広島 髙木 和

岡山

31 Bye 63
樽床 風音 [2]
Bye

32 岡山学芸館高校 岡山 島袋 華怜 [5-8] 64 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ
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