
会場：備前市総合運動公園テニスコート

日程：２０２３年１月28日（土）・29（日）

１位 大平　晴仁 岡山 アサヒTC １位 河口　菜々美 山口 ツルガハマＴＣ １位 小川　洋右 岡山 アサヒTC １位 中原　　萌 岡山 たけなみTA

２位 新　　大輝 広島 Ｔｅｎｓｉｏｎ ２位 押川　美月 島根 グリーンベアーズ ２位 松本　悠希 岡山 アサヒTC ２位 樽床　風音 岡山 SPACE TA

３位 弘中　丈詞 山口 アルファＴＣ ３位 新開　　菫 岡山 every　TC ３位 溝手　倫太朗 岡山 SPACE TA ３位 渡辺　葵依 広島 ＮＢテニスガーデン

４位 錦織　柑太 島根 グリーンベアーズ ４位 森植　郁心 岡山 every TC ４位 角南　叶多 岡山 SPACE TA ４位 藤本　芽衣奈 岡山 SPACE TA

５位 森　　太一 岡山 アサヒTC ５位 川村　奈央 岡山 たけなみTA ５位 吉武　蕾音 岡山 ラスタットＴＣ ５位 平田　里帆 広島 英数学館中学校

６位 高橋　英士 広島 Ｔｅｎｓｉｏｎ ６位 大屋　結愛 広島 Ｔ-Ｓｔｅｐ ６位 末次　悠真 山口 山口サングリーンＴＣ ６位 五藤　里保 岡山 ラスタットＴＣ

７位 井ノ迫　陸斗 島根 グリーンベアーズ ７位 片上　　碧 山口 ツルガハマＴＣ ７位 西村　颯真 島根 開星中学校 ７位 柴山　那奈 広島 ＮＢテニスガーデン

８位 上野　遼真 広島 やすいそ庭球部 ８位 石田　　花 山口 大和オレンジボールＴＣ ８位 渡辺　慶大 岡山 SPACE TA ８位 蓬莱　小春 岡山 SPACE TA

９位 鈴木　寿弥 島根 グリーンベアーズ ９位 松本　涼花 山口 ミズノＴＳ ９位 錦織　陽太 島根 開星中学校 ９位 藤山　羽優 広島 やすいそ庭球部

１０位 中田　空良 島根 グリーンベアーズ １０位 萬行　椛恋 山口 ツルガハマＴＣ １０位 モーガン　瑠来 岡山 たけなみTA １０位 永倉　聖理奈 岡山 every TC 

１１位 藤本　悠太 山口 大和オレンジボールＴＣ １１位 河口　依鈴 山口 ツルガハマＴＣ １１位 米本　叶芽 鳥取 ＳＴＥＶＥ １１位 西山　日向 岡山 たけなみTA 

１２位 幾瀧　陽向 岡山 たけなみTA １２位 佐藤　　凜 山口 テニスＮＯＣＯ １２位 石田　宗一郎 山口 大和オレンジボールＴＣ １２位 松本　紗弥 山口 ミズノＴＳ

１３位 堀　　大輝 岡山 every TC １３位 日野　晴美 岡山 たけなみTA １３位 山本　直生 山口 いのうえテニスガーデン １３位 田中　　愛 広島 やすいそ庭球部

１４位 植松　蒼葉 岡山 ノアテニスアカデミー倉敷 １４位 佐々木　彩芭 岡山 ラスタットＴＣ １４位 藤本　健太 山口 大和オレンジボールＴＣ １４位 池淵　ひかり 島根 Ｉ出雲

１５位 瀧山　　直 広島 やすいそ庭球部 １５位 北野　くるみ 岡山 ＴＣ　ＡＲＴ １５位 森本　大駿 岡山 アサヒTC １５位 前野　天寧 広島 ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ

１６位 大谷　　煌 鳥取 スポｎｅｔなんぶ １６位 久佐　美月姫 山口 ツルガハマＴＣ １６位 髙川　空澄 広島 やすいそ庭球部 １６位 大森　琴羽 岡山 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ

１７位 井原　陽希 岡山 every TC １７位 松浦　一花 島根 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 １７位 佐々木　雅幸 岡山 ラスタットＴＣ １７位 勝部　陽日 島根 グリーンベアーズ

１８位 石川　起平 岡山 石川ＴＳ １８位 山本　咲和 広島 やすいそ庭球部 １８位 髙森　太吏郎 岡山 たけなみTA １８位 眞鍋　結衣 広島 ＮＢテニスガーデン

１９位 南角　健太 広島 やすいそ庭球部 １９位 諏訪　継実 岡山 ラスタットＴＣ １９位 山崎　敬史 山口 いのうえＴＧ １９位 渡辺　和水 山口 トゥネＴＣ

２０位 片上　龍之介 山口 ツルガハマＴＣ ２０位 杉原　明菜 島根 さくらＳＳＣ ２０位 山中　佑記 広島 やすいそ庭球部 ２０位 森脇　愛菜 島根 浜っ子テニスクラブ

２１位 荒瀬　有都 山口 アルファＴＣ ２１位 上原　心寧 鳥取 サニーテニス ２１位 山田　悠世 広島 やすいそ庭球部 ２１位 小田　朱莉 広島 みなみ坂ＴＳ

２２位 城　　恭太郎 島根 グリーンベアーズ ２２位 石田　明菜 島根 グリーンベアーズ ２２位 岡本　幸大 広島 みなみ坂ＴＳ ２２位 佐藤　彩海 島根 グリーンベアーズ

２３位 渡邉　廉仁 広島 Ｔｅｎｓｉｏｎ ２３位 近藤　紗衣 広島 ＮＢテニスガーデン ２３位 井上　忠信 鳥取 境港ジュニア ２３位 青木　陽咲 山口 アルファＴＣ 

２４位 岩田　翔太朗 島根 グリーンベアーズ ２４位 冨林　真悠花 鳥取 遊ポートＴＣ ２４位 原　　圭輔 島根 さくらＳＳＣ ２４位 川上　梨華 鳥取 アポロＴＣ 

２５位 佐々木　埜羽 山口 カトウＴＣ ２５位 小田　晴日 広島 みなみ坂ＴＳ ２５位 小櫻　空芽 島根 開星中学校 ２５位 飯田　　茜 山口 ふくいＴＣ

２６位 大屋　海翔 広島 Ｔ-Ｓｔｅｐ ２６位 香川　夕奈 広島 Ｔ-Ｓｔｅｐ ２６位 金藤　宏樹 鳥取 ＳＴＥＶＥ ２６位 日田　杷冴 岡山 たけなみTA 

２７位 西沢　隼太郎 山口 大和オレンジボールＴＣ ２７位 野村　海心 広島 やすいそ庭球部 ２７位 曽我部 健太 広島 ＮＢテニスガーデン ２７位 赤井　優月 鳥取 米子北斗中学校

２８位 山下　陽大 鳥取 ＳＴＥＶＥ ２８位 赤井　愛椛 鳥取 サニーテニス ２８位 廣江　健生 鳥取 ＳＴＥＶＥ ２８位 松江　優奈 鳥取 サニーテニス

２９位 森山　大樹 島根 風の国ＴＣＪｒ ２９位 中村　華菜 島根 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ ２９位 橋本　詠哉 山口 ツルガハマＴＣ ２９位 土海　　環 鳥取 境港ジュニア

３０位 松原　綜佑 鳥取 ＳＴＥＶＥ ３０位 久城　梨央 鳥取 サニーテニス ３０位 柴原　世凪 岡山 アサヒTC ３０位 古澤　未來 山口 いのうえＴＧ

３１位 尾田　宗介 鳥取 スポｎｅｔなんぶ ３１位 井ノ迫　結 島根 グリーンベアーズ ３１位 足立　京之介 鳥取 境港ジュニア ３１位 森吉　彩瑛 鳥取 境港ジュニア

３２位 伊藤　凛太郎 鳥取 サニーテニス ３２位 太田　夏帆 鳥取 遊ポートＴＣ ３２位 角　　眞之介 島根 開星中学校 ３２位 陶山　千尋 島根 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 

U12男子シングルス U12女子シングルス U14男子シングルス U14女子シングルス

令和４年度　第２２回　2023中国ジュニアウインター大会（U12.U14）総合順位



令和４年度　第２２回　2023中国ジュニアウインター大会（U12.U14）
会場：備前市総合運動公園テニスコート

U12男子シングルス 日程：２０２３年１月28日（土）・29（日）

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

   

1 アサヒＴＣ 岡山 大平　晴仁 [1]  

   大平　晴仁 [1]

2 ツルガハマＴＣ 山口 片上　龍之介 8-1  

    大平　晴仁 [1]

3 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　海翔  8-1

   中田　空良  

4 グリーンベアーズ 島根 中田　空良 8-2  

    大平　晴仁 [1]

5 アルファＴＣ 山口 荒瀬　有都  8-2

   大谷　　煌  

6 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷　　煌 8-5  

    上野　遼真 [5/8]

7 風の国ＴＣＪｒ 島根 森山　大樹  8-2

   上野　遼真 [5/8]  

8 やすいそ庭球部 広島 上野　遼真 [5/8] 8-4  

    大平　晴仁 [1]

9 グリーンベアーズ 島根 錦織　柑太 [3/4]  8-2

   錦織　柑太 [3/4]  

10 ＳＴＥＶＥ 鳥取 山下　陽大 8-3  

    錦織　柑太 [3/4]

11

大和オレンジボールＴ

Ｃ 山口 藤本　悠太  8-3

   藤本　悠太  

12 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原　陽希 8-0  

    錦織　柑太 [3/4]

13

ノアテニスアカデミー

倉敷 岡山 植松　蒼葉  8-6

   植松　蒼葉  

14 サニーテニス 鳥取 伊藤　凛太郎 8-0  

    高橋　英士 [5/8]

15 グリーンベアーズ 島根 岩田　翔太朗  8-6

   高橋　英士 [5/8]  

16 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 高橋　英士 [5/8] 8-0  

    大平　晴仁 [1]

17 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　陸斗 [5/8]  8-2

   井ノ迫　陸斗 [5/8]  

18 石川ＴＳ 岡山 石川　起平 8-2  

    井ノ迫　陸斗 [5/8]

19 やすいそ庭球部 広島 瀧山　　直  8-2

   瀧山　　直  

20

大和オレンジボールＴ

Ｃ 山口 西沢　隼太郎 8-1  

    弘中　丈詞 [3/4]

21 たけなみTA 岡山 幾瀧　陽向  8-2

   幾瀧　陽向  

22 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 尾田　宗介 8-2  

    弘中　丈詞 [3/4]

23 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　廉仁  8-2

   弘中　丈詞 [3/4]  

24 アルファＴＣ 山口 弘中　丈詞 [3/4] 8-3  

    新　　大輝 [2]

25 アサヒＴＣ 岡山 森　　太一 [5/8]  8-5

   森　　太一 [5/8]  

26 ＳＴＥＶＥ 鳥取 松原　綜佑 8-0  

    森　　太一 [5/8]

27 グリーンベアーズ 島根 鈴木　寿弥  8-2

   鈴木　寿弥  

28 やすいそ庭球部 広島 南角　健太 8-4  

    新　　大輝 [2]

29 グリーンベアーズ 島根 城　　恭太郎  8-5

   堀　　大輝  

30 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 堀　　大輝 8-1  

    新　　大輝 [2]

31 カトウＴＣ 山口 佐々木　埜羽  8-2

   新　　大輝 [2]  

32 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 新　　大輝 [2] 8-0

    

  錦織　柑太 [3/4]  

   弘中　丈詞 [3/4]

  弘中　丈詞 [3/4] 8-6

   

  



12BS - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ツルガハマＴＣ 山口 片上　龍之介  

   片上　龍之介

2 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　海翔 8-3  

    片上　龍之介

3 アルファＴＣ 山口 荒瀬　有都  8-5

   荒瀬　有都  

4 風の国ＴＣＪｒ 島根 森山　大樹 8-6  

    井原　陽希

5 ＳＴＥＶＥ 鳥取 山下　陽大  8-3

   井原　陽希  

6 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 井原　陽希 8-3  

    井原　陽希

7 サニーテニス 鳥取 伊藤　凛太郎  8-1

   岩田　翔太朗  

8 グリーンベアーズ 島根 岩田　翔太朗 8-6  

    井原　陽希

9 石川ＴＳ 岡山 石川　起平  9-7

   石川　起平  

10
大和オレンジボールＴ
Ｃ 山口 西沢　隼太郎 8-5  

    石川　起平

11 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 尾田　宗介  8-3

   渡邉　廉仁  

12 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 渡邉　廉仁 8-0  

    石川　起平

13 ＳＴＥＶＥ 鳥取 松原　綜佑  8-5

   南角　健太  

14 やすいそ庭球部 広島 南角　健太 8-1  

    南角　健太

15 グリーンベアーズ 島根 城　　恭太郎  8-1

   城　　恭太郎  

16 カトウＴＣ 山口 佐々木　埜羽 8-4

    

  片上　龍之介  

   南角　健太

  南角　健太 8-3

   

  



12BS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  MD Pos 5-8 上野　遼真 [5/8]  

   高橋　英士 [5/8]

  高橋　英士 [5/8] 8-3  

    森　　太一 [5/8]

  井ノ迫　陸斗 [5/8]  9-8(2)

   森　　太一 [5/8]  

  森　　太一 [5/8] 8-4

   

  上野　遼真 [5/8]  

   井ノ迫　陸斗 [5/8]

  井ノ迫　陸斗 [5/8] 8-5

    

1 グリーンベアーズ 島根 中田　空良  

   中田　空良

2 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 大谷　　煌 8-0  

    中田　空良

3

大和オレンジボールＴ

Ｃ 山口 藤本　悠太  8-3

   藤本　悠太  

4
ノアテニスアカデミー
倉敷 岡山 植松　蒼葉 9-7  

    鈴木　寿弥

5 やすいそ庭球部 広島 瀧山　　直  9-7

   幾瀧　陽向  

6 たけなみTA 岡山 幾瀧　陽向 8-5  

    鈴木　寿弥

7 グリーンベアーズ 島根 鈴木　寿弥  8-4

   鈴木　寿弥  

8 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 堀　　大輝 8-4

    

  藤本　悠太  

   藤本　悠太

  幾瀧　陽向 8-5

    

  MD Pos 13-16 大谷　　煌  

   植松　蒼葉

  植松　蒼葉 8-3  

    堀　　大輝

  瀧山　　直  8-6

   堀　　大輝  

  堀　　大輝 8-6

   

  大谷　　煌  

   瀧山　　直

  瀧山　　直 8-3

   

  



12BS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  CD Pos 21-24 荒瀬　有都  

   荒瀬　有都

  岩田　翔太朗 8-1  

    荒瀬　有都

  渡邉　廉仁  8-5

   城　　恭太郎  

  城　　恭太郎 8-5

   

  岩田　翔太朗  

   渡邉　廉仁

  渡邉　廉仁 8-0

    

1 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　海翔  

   大屋　海翔

2 風の国ＴＣＪｒ 島根 森山　大樹 9-8(4)  

    大屋　海翔

3 ＳＴＥＶＥ 鳥取 山下　陽大  8-4

   山下　陽大  

4 サニーテニス 鳥取 伊藤　凛太郎 3-2  

    佐々木　埜羽

5

大和オレンジボールＴ

Ｃ 山口 西沢　隼太郎  9-8(6)

   西沢　隼太郎  

6 スポｎｅｔなんぶ 鳥取 尾田　宗介 8-3  

    佐々木　埜羽

7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 松原　綜佑  8-3

   佐々木　埜羽  

8 カトウＴＣ 山口 佐々木　埜羽 8-2

    

  山下　陽大  

   西沢　隼太郎

  西沢　隼太郎 8-6

    

  CD Pos 29-32 森山　大樹  

   森山　大樹

  伊藤　凛太郎 8-1  

    森山　大樹

  尾田　宗介  8-6

   松原　綜佑  

  松原　綜佑 8-5

   

  伊藤　凛太郎  

   尾田　宗介

  尾田　宗介 8-4

   

  



令和４年度　第２２回　2023中国ジュニアウインター大会（U12.U14）
会場：備前市総合運動公園テニスコート

U12女子シングルス 日程：２０２３年１月28日（土）・29（日）

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

   

1 ツルガハマＴＣ 山口 河口　菜々美 [1]  

   河口　菜々美 [1]

2 ＮＢテニスガーデン 広島 近藤　紗衣 8-0  

    河口　菜々美 [1]

3 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 北野　くるみ  8-0

   北野　くるみ  

4 サニーテニス 鳥取 赤井　愛椛 8-1  

    河口　菜々美 [1]

5 テニスＮＯＣＯ 山口 佐藤　　凜  8-0

   佐藤　　凜  

6 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　結 8-1  

    大屋　結愛 [5/8]

7 ラスタットＴＣ 岡山 諏訪　継実  8-3

   大屋　結愛 [5/8]  

8 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 大屋　結愛 [5/8] 8-4  

    河口　菜々美 [1]

9 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 新開　　菫 [3/4]  8-6

   新開　　菫 [3/4]  

10 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 松浦　一花 8-0  

    新開　　菫 [3/4]

11 ツルガハマＴＣ 山口 萬行　椛恋  8-2

   萬行　椛恋  

12 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　晴日 8-0  

    新開　　菫 [3/4]

13 たけなみＴＡ 岡山 日野　晴美  8-2

   日野　晴美  

14 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 中村　華菜 8-1  

    石田　　花 [5/8]

15 サニーテニス 鳥取 上原　心寧  8-2

   石田　　花 [5/8]  

16

大和オレンジボール

ＴＣ 山口 石田　　花 [5/8] 8-3  

    河口　菜々美 [1]

17 every　TC 岡山 森植　郁心 [5/8]  8-4

   森植　郁心 [5/8]  

18 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　夏帆 8-0  

    森植　郁心 [5/8]

19 さくらＳＳＣ 島根 杉原　明菜  8-6

   松本　涼花  

20 ミズノＴＳ 山口 松本　涼花 8-2  

    森植　郁心 [5/8]

21 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 香川　夕奈  8-6

   佐々木　彩芭  

22 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木　彩芭 8-2  

    片上　　碧 [3/4]

23 グリーンベアーズ 島根 石田　明菜  8-5

   片上　　碧 [3/4]  

24 ツルガハマＴＣ 山口 片上　　碧 [3/4] 8-0  

    押川　美月 [2]

25 たけなみＴＡ 岡山 川村　奈央 [5/8]  8-2

   川村　奈央 [5/8]  

26 やすいそ庭球部 広島 山本　咲和 8-0  

    川村　奈央 [5/8]

27 サニーテニス 鳥取 久城　梨央  8-0

   河口　依鈴  

28 ツルガハマＴＣ 山口 河口　依鈴 8-1  

    押川　美月 [2]

29 やすいそ庭球部 広島 野村　海心  8-3

   久佐　美月姫  

30 ツルガハマＴＣ 山口 久佐　美月姫 8-0  

    押川　美月 [2]

31 遊ポートＴＣ 鳥取 冨林　真悠花  8-1

   押川　美月 [2]  

32 グリーンベアーズ 島根 押川　美月 [2] 8-0

    

  新開　　菫 [3/4]  

   新開　　菫 [3/4]

  森植　郁心 [5/8] 8-0

   

  



12GS - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ＮＢテニスガーデン 広島 近藤　紗衣  

   近藤　紗衣

2 サニーテニス 鳥取 赤井　愛椛 8-0  

    諏訪　継実

3 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　結  8-3

   諏訪　継実  

4 ラスタットＴＣ 岡山 諏訪　継実 8-0  

    松浦　一花

5 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 松浦　一花  8-6

   松浦　一花  

6 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　晴日 8-2  

    松浦　一花

7 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 中村　華菜  9-7

   上原　心寧  

8 サニーテニス 鳥取 上原　心寧 8-0  

    松浦　一花

9 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　夏帆  8-3

   杉原　明菜  

10 さくらＳＳＣ 島根 杉原　明菜 8-1  

    杉原　明菜

11 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 香川　夕奈  8-6

   石田　明菜  

12 グリーンベアーズ 島根 石田　明菜 8-2  

    山本　咲和

13 やすいそ庭球部 広島 山本　咲和  8-1

   山本　咲和  

14 サニーテニス 鳥取 久城　梨央 8-0  

    山本　咲和

15 やすいそ庭球部 広島 野村　海心  8-0

   冨林　真悠花  

16 遊ポートＴＣ 鳥取 冨林　真悠花 8-5

    

  諏訪　継実  

   諏訪　継実

  杉原　明菜 8-4

   

  



12GS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  MD Pos 5-8 大屋　結愛 [5/8]  

   大屋　結愛 [5/8]

  石田　　花 [5/8] 8-4  

    川村　奈央 [5/8]

  片上　　碧 [3/4]  8-4

   川村　奈央 [5/8]  

  川村　奈央 [5/8] 8-6

   

  石田　　花 [5/8]  

   片上　　碧 [3/4]

  片上　　碧 [3/4] 9-8(4)

    

1 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 北野　くるみ  

   佐藤　　凜

2 テニスＮＯＣＯ 山口 佐藤　　凜 8-1  

    萬行　椛恋

3 ツルガハマＴＣ 山口 萬行　椛恋  w.o.

   萬行　椛恋  

4 たけなみＴＡ 岡山 日野　晴美 8-5  

    松本　涼花

5 ミズノＴＳ 山口 松本　涼花  8-6

   松本　涼花  

6 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木　彩芭 8-6  

    松本　涼花

7 ツルガハマＴＣ 山口 河口　依鈴  8-4

   河口　依鈴  

8 ツルガハマＴＣ 山口 久佐　美月姫 8-3

    

  佐藤　　凜  

   河口　依鈴

  河口　依鈴  w.o.

    

  MD Pos 13-16 北野　くるみ  

   日野　晴美

  日野　晴美 8-4  

    日野　晴美

  佐々木　彩芭  8-5

   佐々木　彩芭  

  久佐　美月姫 8-4

   

  北野　くるみ  

   北野　くるみ

  久佐　美月姫 8-5

   

  



12GS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  CD Pos 21-24 近藤　紗衣  

   上原　心寧

  上原　心寧 8-2  

    上原　心寧

  石田　明菜  8-2

   石田　明菜  

  冨林　真悠花 8-4

   

  近藤　紗衣  

   近藤　紗衣

  冨林　真悠花 8-1

    

1 サニーテニス 鳥取 赤井　愛椛  

   赤井　愛椛

2 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫　結 8-5  

    小田　晴日

3 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　晴日  8-0

   小田　晴日  

4 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 中村　華菜 8-0  

    小田　晴日

5 遊ポートＴＣ 鳥取 太田　夏帆  8-1

   香川　夕奈  

6 Ｔ-Ｓｔｅｐ 広島 香川　夕奈 8-0  

    香川　夕奈

7 サニーテニス 鳥取 久城　梨央  8-4

   野村　海心  

8 やすいそ庭球部 広島 野村　海心 8-1

    

  赤井　愛椛  

   野村　海心

  野村　海心 8-1

    

  CD Pos 29-32 井ノ迫　結  

   中村　華菜

  中村　華菜 8-3  

    中村　華菜

  太田　夏帆  8-2

   久城　梨央  

  久城　梨央 w.o.

   

  井ノ迫　結  

   井ノ迫　結

  太田　夏帆  w.o.

   

  



令和４年度　第２２回　2023中国ジュニアウインター大会（U12.U14）
会場：備前市総合運動公園テニスコート

U14男子シングルス 日程：２０２３年１月28日（土）・29（日）

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

   

1 アサヒＴＣ 岡山 小川　洋右 [1]  

   小川　洋右 [1]

2 いのうえＴＧ 山口 山崎　敬史 9-8(4)  

    小川　洋右 [1]

3 開星中学校 島根 小櫻　空芽  8-4

   米本　叶芽  

4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽 8-2  

    小川　洋右 [1]

5 さくらＳＳＣ 島根 原　　圭輔  8-5

   吉武　蕾音  

6 ラスタットＴＣ 岡山 吉武　蕾音 8-2  

    吉武　蕾音

7 アサヒＴＣ 岡山 柴原　世凪  9-7

   髙川　空澄 [5/8]  

8 やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄 [5/8] 8-5  

    小川　洋右 [1]

9 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 渡辺　慶大 [3/4]  8-3

   渡辺　慶大 [3/4]  

10 境港ジュニア 鳥取 足立　京之介 8-2  

    渡辺　慶大 [3/4]

11 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木　雅幸  8-5

   山本　直生  

12 いのうえＴＧ 山口 山本　直生 8-5  

    角南　叶多 [5/8]

13 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江　健生  8-5

   錦織　陽太  

14 開星中学校 島根 錦織　陽太 8-3  

    角南　叶多 [5/8]

15 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本　幸大  8-4

   角南　叶多 [5/8]  

16 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 角南　叶多 [5/8] 9-7  

    小川　洋右 [1]

17 開星中学校 島根 西村　颯真 [5/8]  8-2

   西村　颯真 [5/8]  

18 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉 8-3  

    西村　颯真 [5/8]

19 アサヒＴＣ 岡山 森本　大駿  8-4

   森本　大駿  

20 やすいそ庭球部 広島 山田　悠世 8-6  

    松本　悠希 [3/4]

21

大和オレンジボール

ＴＣ 山口 石田　宗一郎  8-3

   石田　宗一郎  

22 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹 8-1  

    松本　悠希 [3/4]

23 やすいそ庭球部 広島 山中　佑記  8-2

   松本　悠希 [3/4]  

24 アサヒＴＣ 岡山 松本　悠希 [3/4] 8-3  

    松本　悠希 [3/4]

25 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎 [5/8]  8-4

   末次 悠真  

26

山口サングリーンＴ

Ｃ 山口 末次 悠真 8-5  

    末次 悠真

27

大和オレンジボール

ＴＣ 山口 藤本　健太  8-0

   藤本　健太  

28 開星中学校 島根 角　　眞之介 8-5  

    溝手　倫太朗 [2]

29 たけなみＴＡ 岡山 モーガン　瑠来  8-1

   モーガン　瑠来  

30 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 健太 8-1  

    溝手　倫太朗 [2]

31 境港ジュニア 鳥取 井上　忠信  8-5

   溝手　倫太朗 [2]  

32 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 溝手　倫太朗 [2] 8-4

    

  角南　叶多 [5/8]  

   溝手　倫太朗 [2]

  溝手　倫太朗 [2] 8-6

   

  



14BS - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 いのうえＴＧ 山口 山崎　敬史  

   山崎　敬史

2 開星中学校 島根 小櫻　空芽 8-4  

    山崎　敬史

3 さくらＳＳＣ 島根 原　　圭輔  8-3

   原　　圭輔  

4 アサヒＴＣ 岡山 柴原　世凪 8-4  

    佐々木　雅幸

5 境港ジュニア 鳥取 足立　京之介  9-7

   佐々木　雅幸  

6 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木　雅幸 8-3  

    佐々木　雅幸

7 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江　健生  8-6

   岡本　幸大  

8 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本　幸大 8-3  

    佐々木　雅幸

9 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉  8-3

   山田　悠世  

10 やすいそ庭球部 広島 山田　悠世 8-5  

    山中　佑記

11 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹  8-5

   山中　佑記  

12 やすいそ庭球部 広島 山中　佑記 8-4  

    髙森　太吏郎 [5/8]

13 たけなみＴＡ 岡山 髙森　太吏郎 [5/8]  9-8(7)

   髙森　太吏郎 [5/8]  

14 開星中学校 島根 角　　眞之介 8-1  

    髙森　太吏郎 [5/8]

15 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 健太  9-8(3)

   井上　忠信  

16 境港ジュニア 鳥取 井上　忠信 8-5

    

  山崎　敬史  

   山崎　敬史

  山中　佑記 8-2

   

  



14BS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  MD Pos 5-8 吉武　蕾音  

   吉武　蕾音

  渡辺　慶大 [3/4] 8-3  

    吉武　蕾音

  西村　颯真 [5/8]  8-4

   末次 悠真  

  末次 悠真 8-4

   

  渡辺　慶大 [3/4]  

   西村　颯真 [5/8]

  西村　颯真 [5/8] 9-8(7)

    

1 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本　叶芽  

   米本　叶芽

2 やすいそ庭球部 広島 髙川　空澄 [5/8] 9-8(4)  

    錦織　陽太

3 いのうえＴＧ 山口 山本　直生  8-3

   錦織　陽太  

4 開星中学校 島根 錦織　陽太 8-3  

    錦織　陽太

5 アサヒＴＣ 岡山 森本　大駿  8-1

   石田　宗一郎  

6

大和オレンジボール

ＴＣ 山口 石田　宗一郎 8-4  

    モーガン　瑠来

7
大和オレンジボール
ＴＣ 山口 藤本　健太  8-2

   モーガン　瑠来  

8 たけなみＴＡ 岡山 モーガン　瑠来 8-5

    

  米本　叶芽  

   米本　叶芽

  石田　宗一郎 8-6

    

  MD Pos 13-16 髙川　空澄 [5/8]  

   山本　直生

  山本　直生 8-3  

    山本　直生

  森本　大駿  8-4

   藤本　健太  

  藤本　健太 8-2

   

  髙川　空澄 [5/8]  

   森本　大駿

  森本　大駿 8-6

   

  



14BS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  CD Pos 21-24 原　　圭輔  

   岡本　幸大

  岡本　幸大 8-3  

    山田　悠世

  山田　悠世  8-5

   山田　悠世  

  井上　忠信 8-1

   

  原　　圭輔  

   井上　忠信

  井上　忠信 8-3

    

1 開星中学校 島根 小櫻　空芽  

   小櫻　空芽

2 アサヒＴＣ 岡山 柴原　世凪 8-2  

    小櫻　空芽

3 境港ジュニア 鳥取 足立　京之介  8-1

   廣江　健生  

4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江　健生 9-7  

    小櫻　空芽

5 ツルガハマＴＣ 山口 橋本　詠哉  9-8(2)

   金藤　宏樹  

6 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤　宏樹 8-5  

    金藤　宏樹

7 開星中学校 島根 角　　眞之介  8-3

   曽我部 健太  

8 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 健太 8-6

    

  廣江　健生  

   曽我部 健太

  曽我部 健太 8-1

    

  CD Pos 29-32 柴原　世凪  

   柴原　世凪

  足立　京之介 8-6  

    橋本　詠哉

  橋本　詠哉  8-3

   橋本　詠哉  

  角　　眞之介 8-5

   

  足立　京之介  

   足立　京之介

  角　　眞之介 8-5

   

  



令和４年度　第２２回　2023中国ジュニアウインター大会（U12.U14）
会場：備前市総合運動公園テニスコート

U14女子シングルス 日程：２０２３年１月28日（土）・29（日）

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

   

1 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺　葵依 [1]  

   渡辺　葵依 [1]

2 グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日 8-0  

    渡辺　葵依 [1]

3 境港ジュニア 鳥取 森吉　彩瑛  8-2

   西山　日向  

4 たけなみＴＡ 岡山 西山　日向 8-3  

    渡辺　葵依 [1]

5 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉  8-0

   池淵　ひかり  

6 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり 8-5  

    五藤　里保 [5/8]

7 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜  8-6

   五藤　里保 [5/8]  

8 ラスタットＴＣ 岡山 五藤　里保 [5/8] 8-1  

    中原　　萌 [3/4]

9 たけなみＴＡ 岡山 中原　　萌 [3/4]  8-3

   中原　　萌 [3/4]  

10 アポロＴＣ 鳥取 川上　梨華 8-0  

    中原　　萌 [3/4]

11 いのうえＴＧ 山口 古澤　未來  8-1

   前野　天寧  

12

ＮＰＯ廿日市スポーツク

ラブ 広島 前野　天寧 8-1  

    中原　　萌 [3/4]

13 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈  8-4

   永倉　聖理奈  

14 米子北斗中学校 鳥取 赤井　優月 8-1  

    柴山　那奈 [5/8]

15 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇　愛菜  8-3

   柴山　那奈 [5/8]  

16 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山　那奈 [5/8] 8-2  

    中原　　萌 [3/4]

17 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 藤本　芽衣奈 [5/8]  8-5

   藤本　芽衣奈 [5/8]  

18 グリーンベアーズ 島根 佐藤　彩海 8-4  

    藤本　芽衣奈 [5/8]

19 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛  8-1

   田中　　愛  

20 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴 8-4  

    藤本　芽衣奈 [5/8]

21 境港ジュニア 鳥取 土海　　環  9-7

   蓬莱　小春  

22 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 蓬莱　小春 8-0  

    蓬莱　小春

23 トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水  8-3

   藤山　羽優 [3/4]  

24 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [3/4] 8-1  

    樽床　風音 [2]

25 英数学館中学 広島 平田　里帆 [5/8]  8-2

   平田　里帆 [5/8]  

26 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲 8-3  

    平田　里帆 [5/8]

27 サニーテニス 鳥取 松江　優奈  8-1

   大森　琴羽  

28

ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋Ｔ

Ｃ 岡山 大森　琴羽 8-2  

    樽床　風音 [2]

29 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 陶山　千尋  8-5

   松本　紗弥  

30 ミズノＴＳ 山口 松本　紗弥 8-2  

    樽床　風音 [2]

31 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣  8-3

   樽床　風音 [2]  

32 ＳＰＡＣＥ　ＴＡ 岡山 樽床　風音 [2] 8-5

    

  渡辺　葵依 [1]  

   渡辺　葵依 [1]

  藤本　芽衣奈 [5/8] 8-2

   

  



14GS - コンソレドロー
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 グリーンベアーズ 島根 勝部　陽日  

   勝部　陽日

2 境港ジュニア 鳥取 森吉　彩瑛 8-5  

    勝部　陽日

3 みなみ坂ＴＳ 広島 小田　朱莉  8-3

   小田　朱莉  

4 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜 8-3  

    勝部　陽日

5 アポロＴＣ 鳥取 川上　梨華  8-2

   川上　梨華  

6 いのうえＴＧ 山口 古澤　未來 8-5  

    森脇　愛菜

7 米子北斗中学校 鳥取 赤井　優月  8-4

   森脇　愛菜  

8 浜っ子テニスクラブ 島根 森脇　愛菜 8-3  

    勝部　陽日

9 グリーンベアーズ 島根 佐藤　彩海  8-6

   佐藤　彩海  

10 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴 8-1  

    渡辺　和水

11 境港ジュニア 鳥取 土海　　環  9-7

   渡辺　和水  

12 トゥネＴＣ 山口 渡辺　和水 8-6  

    眞鍋　結衣

13 アルファＴＣ 山口 青木　陽咲  8-3

   青木　陽咲  

14 サニーテニス 鳥取 松江　優奈 8-2  

    眞鍋　結衣

15 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 陶山　千尋  8-4

   眞鍋　結衣  

16 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋　結衣 8-1

    

  森脇　愛菜  

   渡辺　和水

  渡辺　和水 8-5

   

  



14GS - 本戦 (Pos 5-16)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  MD Pos 5-8 五藤　里保 [5/8]  

   五藤　里保 [5/8]

  柴山　那奈 [5/8] 8-4  

    平田　里帆 [5/8]

  蓬莱　小春  8-6

   平田　里帆 [5/8]  

  平田　里帆 [5/8] 8-6

   

  柴山　那奈 [5/8]  

   柴山　那奈 [5/8]

  蓬莱　小春 8-3

    

1 たけなみＴＡ 岡山 西山　日向  

   西山　日向

2 Ｉ出雲 島根 池淵　ひかり 8-2  

    永倉　聖理奈

3
ＮＰＯ廿日市スポーツク
ラブ 広島 前野　天寧  8-6

   永倉　聖理奈  

4 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 永倉　聖理奈 8-1  

    藤山　羽優 [3/4]

5 やすいそ庭球部 広島 田中　　愛  8-6

   藤山　羽優 [3/4]  

6 やすいそ庭球部 広島 藤山　羽優 [3/4] 8-3  

    藤山　羽優 [3/4]

7
ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋Ｔ
Ｃ 岡山 大森　琴羽  8-2

   松本　紗弥  

8 ミズノＴＳ 山口 松本　紗弥 8-6

    

  西山　日向  

   西山　日向

  松本　紗弥 8-2

    

  MD Pos 13-16 池淵　ひかり  

   池淵　ひかり

  前野　天寧 8-3  

    田中　　愛

  田中　　愛  9-8(6)

   田中　　愛  

  大森　琴羽 8-3

   

  前野　天寧  

   前野　天寧

  大森　琴羽 8-6

   

  



14GS - コンソレドロー (Pos 21-32)
所属団体 St. Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

  CD Pos 21-24 小田　朱莉  

   小田　朱莉

  川上　梨華 8-4  

    小田　朱莉

  佐藤　彩海  9-8(0)

   佐藤　彩海  

  青木　陽咲 8-4

   

  川上　梨華  

   青木　陽咲

  青木　陽咲 8-3

    

1 境港ジュニア 鳥取 森吉　彩瑛  

   飯田　　茜

2 ふくいＴＣ 山口 飯田　　茜 8-1  

    飯田　　茜

3 いのうえＴＧ 山口 古澤　未來  8-0

   赤井　優月  

4 米子北斗中学校 鳥取 赤井　優月 8-4  

    飯田　　茜

5 たけなみＴＡ 岡山 日田　杷冴  8-3

   日田　杷冴  

6 境港ジュニア 鳥取 土海　　環 8-1  

    日田　杷冴

7 サニーテニス 鳥取 松江　優奈  8-1

   松江　優奈  

8 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 島根 陶山　千尋 8-4

    

  赤井　優月  

   赤井　優月

  松江　優奈 8-4

    

  CD Pos 29-32 森吉　彩瑛  

   古澤　未來

  古澤　未來 8-5  

    土海　　環

  土海　　環  8-2

   土海　　環  

  陶山　千尋 8-0

   

  森吉　彩瑛  

   森吉　彩瑛

  陶山　千尋 8-1

   

  


