
２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　本戦 維新百年記念公園テニス場

Boy's  Singles　Main　Draw ２０２２年１２月１８日（日）

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ＳＦ Ｆ

中村 新
6-4 

中村 新
7-6(5) 

戸井 健斗
6-4 

村田 真惺
6-2 

堤 竜聖
6-4 

村田 真惺
6-0 

村田 真惺
6-2 

村田 真惺
6-3 

正木 光
6-0 

西村 修斗
6-4 

西村 修斗
6-1 

達川 丈徳
6-3 

達川 丈徳
6-3 

達川 丈徳
6-1 

久保田 海斗

6-0 
岩尾 大成
6-3 

中村 和司
6-0 

大方 陵平
6-4 

大方 陵平
6-1 

岩尾 大成
6-2 

柳 一刀
7-5 

岩尾 大成
6-2 

岩尾 大成
6-2 

岩尾 大成
6-4 

岸田 昊生
6-1 

山田 壮汰
6-2 

山田 壮汰
6-4 

山田 壮汰
6-2 

吹上 真啓
7-6(5) 

田村 真悟
6-0 

田村 真悟 達川 丈徳
山田 壮汰

山田 壮汰 6-2 

３位決定戦

ｼｰﾄﾞ順位　①友貞 ②田村 ③正木 ④岩尾 ⑤福光 ⑥村田 ⑦久保田 ⑧岸田 ⑨中村新 ⑩中村和

⑨ 1 中村 新 ミズノＴＳ岩国

2 中野 陽斗 長府高校

3 戸井 健斗 防府商工高校

4 内田 宗記 防府商工高校

5 堤 竜聖 萩光塩学院高校

6 林 楓人 西京高校

7 吉武 磨央 防府商工高校

⑧

8 村田 真惺 西京高校

③ 9 正木 光 山口高校

10 溝部 満喜 成進高等学校

11 坂野 友基 山口高校

12 西村 修斗 SUN FOREST TC

13 達川 丈徳 防府西高校

14 歌房 拓斗 山口高校

15 吉田 悠斗 誠英高等学校

⑦ 16 久保田 海斗 西京高校

⑥

17 中村 和司 西京高校⑩

18 織田 晏瑠 西京高校

19 土屋 諒馬 ミズノＴＳ岩国

20 大方 陵平 西京高校

21 福井 聖人 防府西高校

22 柳 一刀 誠英高等学校

松永 知之 成進高等学校

23 奥野 帆渡 西京高校

④ 24 岩尾 大成 西京高校

28 金子 颯汰 萩光塩学院高校

25 岸田 昊生 山口高校

26

吹上 真啓 萩光塩学院高校

31

27 山田 壮汰 カトウテニスクラブ

BYE

29 正木 勇気 山口高校

② 32 田村 真悟 SUN FOREST TC

30



２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　本戦 維新百年記念公園テニス場

Girl's  Singles　Main　Draw ２０２２年１２月１８日（日）

１Ｒ ２Ｒ ＳＦ Ｆ

大川 りこ

6-0 
大川 りこ

6-3 
相馬 彩海

6-2 
大川 りこ

6-4 
萩原 渚月

6-2 
萩原 渚月

6-3 
渡邉 真優

6-0 
大川 りこ

6-4 
鹿島 璃子

7-5 
福永 恭子

6-4 
福永 恭子

6-1 
福永 恭子

6-3 
上坂 真菜

6-0 
上坂 真菜

7-5 
横濱 百花

6-2 
萩原 渚月

萩原 渚月

上坂 真菜 6-3 

３位決定戦

①

7 伊藤 愛珠

6 弘 咲花

野田学園高校

③ 5 萩原 渚月 野田学園高校

内田 結心

4 向山 瑞生

野田学園高校

2

1 大川 りこ

山口テニスアカデミー

防府商工高校

3 相馬 彩海

西京高校

西京高校

8 渡邉 真優 野田学園高校

9 松井 絵磨 野田学園高校

10 鹿島 璃子 野田学園高校

11 渡邉 心優 山口高校

④ 12 福永 恭子 西京高校

13 上坂 真菜 野田学園高校

14 三浦 珂菩 防府高校

15 横濱 百花 野田学園高校

ｼｰﾄﾞ順位　①大川 ②古野 ③萩原 ④福永 ⑤高橋

⑤ 16 高橋 宝良 山口テニスアカデミー



７位決定戦 ５位決定戦

中村 新 西村 修斗

6-4 
大方 陵平 田村 真悟

6-3 6-1 
大方 陵平 田村 真悟

6-4 

７位決定戦 ５位決定戦

相馬 彩海 渡邉 真優

6-0 
相馬 彩海 渡邉 真優

w.o. 7-5 
鹿島 璃子 横濱 百花

w.o.

男子シングルス本戦

1 中村 新 ミズノＴＳ岩国

12 西村 修斗 SUN FOREST TC

20 大方 陵平 西京高校

32 田村 真悟 SUN FOREST TC

女子シングルス本戦

3 相馬 彩海 野田学園高校

8 渡邉 真優 野田学園高校

10 鹿島 璃子 野田学園高校

15 横濱 百花 野田学園高校



２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　予選　

Girl's  Singles　Qualifying　Draw

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

正木 勇気 有村 明紀

6-0 6-1 
古賀 真尋 林 大輝

6-2 6-1 
正木 勇気 有村 明紀

6-2 6-1 
光永 歩夢 藤井 勇冴

6-2 7-5 
光永 歩夢 森富 遼太

6-3 6-1 
日下 佑慈 森富 遼太

w.o. 7-6(2) 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

中野 陽斗 松村 嘉大

6-1 6-4 
米川 涼太 小山 遥士

6-2 6-2 
中野 陽斗 吉田 悠斗

6-1 6-0 
縄手 亮雅 吉田 悠斗

6-3 6-1 
山田 晃弘 吉田 悠斗

6-4 6-3 
山田 晃弘 髙橋 弘臣

6-0 6-1 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

柳 一刀 溝部 満喜

6-0 w.o.
柳 一刀 溝部 満喜

6-2 6-0 
圓山 壱世 今元 結環

7-6(1) 6-2 
柳 一刀 山田 壮汰

6-0 6-1 
光井 遙人 山田 壮汰

6-2 6-0 
田中 大智 山田 壮汰

6-3 6-0 
田中 大智 中村 紘豊

6-3 6-2 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

堀内 颯太 歌房 拓斗

6-1 6-0 
堀内 颯太 歌房 拓斗

6-3 6-3 
福田 桜樹 佐川 空翔

6-3 6-1 
堀内 颯太 歌房 拓斗

6-1 6-0 
平井 寿明 森本 翔也

7-5 6-2 
村田 滉 織田 晏瑠

6-3 6-1 
村田 滉 織田 晏瑠

6-0 6-1 
120 村田 滉 防府西高校 128 織田 晏瑠 西京高校

119 石田 優斗 西京高校 127 倉光 海利 岩国高校

118 平井 寿明 長府高校 126 森本 翔也 防府西高校

117 吉村 秀麿 誠英高等学校 125 奥村 尚輝 華陵高校

116 岩崎 宙斗 ふくいテニスクラブ 124 山本 翔仁 華陵高校

115 福田 桜樹 防府高校 123 佐川 空翔 防府高校

114 宮原 学志 山口高校 122 齋藤 海來 下関中等教育学校

山口高校

Ｏブロック Ｐブロック

113 堀内 颯太 岩国高校 121 歌房 拓斗 山口高校

田中 大智 山口高校 111 渡部 翔太 防府商工高校

104 河野 京悟 ふくいテニスクラブ 112 中村 紘豊

成進高等学校 108 谷川 礼王 華陵高校

101 光井 遙人 防府商工高校 109 上田 優斗 誠英高等学校

Ｎブロック

97 柳 一刀 誠英高等学校 105 溝部 満喜 成進高等学校

Ａブロック

Ｃブロック Ｄブロック

1 正木 勇気 山口高校

2 Bye

3 古賀 真尋 誠英高等学校

4 金井 敦 下関中等教育学校

5 光永 歩夢 防府高校

6 二井 眞寛 岩国高校

7 和田 龍之介 西京高校

8 日下 佑慈 防府西高校

２０２２年１２月１１日（日）

維新百年記念公園テニス場

9 有村 明紀 ふくいテニスクラブ

10 Bye

11 林 大輝 防府商工高校

12 松田 敦 西京高校

13 安村 貫汰 防府高校

14 藤井 勇冴 山口高校

15 落合 涼太 下関中等教育学校

16 森富 遼太 誠英高等学校

25 松村 嘉大 山口高校

26 Bye

27 小山 遥士 岩国高校

28 宮崎 綾雅 西京高校

29 赤川 修一 成進高等学校

30 吉田 悠斗 誠英高等学校

31 大和 優 西京高校

32 髙橋 弘臣 防府高校

106 瀧川 歩武 西京高校

107 今元 結環 防府高校

110 山田 壮汰 カトウテニスクラブ

17 中野 陽斗 長府高校

18 Bye

19 児玉 成 防府西高校

20 米川 涼太 下関中等教育学校

21 栗田 翔大 西京高校

22 縄手 亮雅 岩国高校

23 藤本 陽暉 誠英高等学校

24 山田 晃弘 山口高校

98 江村 幸真 西京高校

Ｍブロック

103

Ｂブロック

99 圓山 壱世 防府高校

100 山中 悠希

102 地中 涼雅 岩国高校



２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　予選　

Girl's  Singles　Qualifying　Draw

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

林 楓人 吉武 磨央

6-4 6-4 
藤田 航輝 堤 海翔

6-0 6-0 
林 楓人 吉武 磨央

6-1 6-2 
案野 謙真 加藤 拓弥

6-0 6-1 
中田 歩輝 沖 一平

6-3 6-3 
中田 歩輝 沖 一平

6-1 6-2 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

土屋 諒馬 戸井 健斗

6-1 6-1 
志賀 空斗 木村 優太

6-2 w.o.
土屋 諒馬 戸井 健斗

6-0 6-0 
石田 瑞輝 髙場 裕憲

6-1 6-4 
田原 塁仁 杉山 永遠

6-3 6-3 
田原 塁仁 杉山 永遠

6-0 6-2 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

田邉 英琉

w.o.
貞島 陸人 坂野 友基

6-3 6-4 
吉川 湊太 坂野 友基

w.o. 7-6(5) 
吹上 真啓 松永 知之

6-4 6-0 
志賀 雄太 三井 智丈

6-4 6-2 
吹上 真啓 松永 知之

6-1 6-0 
吹上 真啓 松永 知之

6-0 6-0 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

西山 大翔 奥野 帆渡

6-3 6-1 
西山 大翔 奥野 帆渡

6-2 6-3 
松下 和真 村田 翔吾

6-4 6-1 
堤 竜聖 奥野 帆渡

6-0 6-3 
明光院 健 山本 樹
w.o. 6-4 

堤 竜聖 松嶋 温
6-0 6-2 

堤 竜聖 松嶋 温
6-0 6-1 

88 堤 竜聖 萩光塩学院高校 96 松嶋 温 ４８K

87 本間 想大 防府高校 95 福井 唯人 防府西高校

86 内山 尚 西京高校 94 山本 樹 華陵高校

金子 早輝 萩光塩学院高校

72 吹上 真啓 萩光塩学院高校 80 松永 知之 成進高等学校

71 野崎 郁光

坂野 友基 山口高校

68 吉中 一真 岩国高校 76 宗田 芽吹 華陵高校

67 吉川 湊太

56 田原 塁仁 西京高校 64 杉山 永遠 萩光塩学院高校

55 牧戸 優太 萩光塩学院高校 63 網本 景虎 防府高校

久我 朔也 西京高校

52 白井 優吾 長府高校 60 木村 優太 防府高校

51 志賀 空斗

ＦブロックＥブロック

33 林 楓人 西京高校 41 吉武 磨央 防府商工高校

34 Bye 42 Bye

35 藤田 航輝 萩光塩学院高校 43 堤 海翔 西京高校

36 生田 瑞樹 防府高校 44 宮本 亘太 岩国高校

37 案野 謙真 山口高校 45 大川 晃史 防府高校

38 上利 尚也 防府西高校 46 加藤 拓弥 華陵高校

39 小林 大和 西京高校 47 吉武 蓮翔 防府西高校

40 中田 歩輝 華陵高校 48 沖 一平 西京高校

Ｇブロック Ｈブロック

２０２２年１２月１７日（土）

維新百年記念公園テニス場

49 土屋 諒馬 ミズノＴＳ岩国 57 戸井 健斗 防府商工高校

50 Bye 58 Bye

防府高校 59

53 山﨑 斗聖 山口高校 61 土島 空 山口高校

54 石田 瑞輝 華陵高校 62 髙場 裕憲 岩国高校

Ｉブロック Ｊブロック

65 貞島 陸人 長府高校 73 田邉 英琉 岩国ジュニアＴＣ

66 Bye 74 藤井 優貴 防府高校

西京高校 75

69 志賀 雄太 成進高等学校 77 村田 知紘 長府高校

70 小田 優 防府高校 78 三井 智丈 西京高校

防府西高校 79

Ｋブロック Ｌブロック

81 西山 大翔 防府商工高校 89 奥野 帆渡 西京高校

82 山口 大空 山口高校 90 橋本 直大朗 岩国高校

83 松下 和真 岩国高校 91 村田 翔吾 防府商工高校

84 魚谷 洸成 華陵高校 92 室屋 一誠 成進高等学校

85 明光院 健 成進高等学校 93 村井 嵩明 防府高校



２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　予選　

Girl's  Singles　Qualifying　Draw

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

伊藤 愛珠 向山 瑞生

6-0 6-0 
土佐 美陽 小池 美憂

6-3 6-0 
伊藤 愛珠 向山 瑞生

6-4 6-1 
永澤 梨世 梶村 明花

6-3 6-2 
永澤 梨世 町田 珠莉

7-6(6) 6-3 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

三浦 珂菩 弘 咲花

6-0 6-0 
山田 綾花 松田 真由香

w.o. 6-1 
三浦 珂菩 弘 咲花

6-3 6-1 
境 菜々花 西山 志歩

6-2 w.o.
瀬戸 香美乃 河野 今日子

6-2 6-1 
河野 今日子

6-0 

Ｅブロック Ｆブロック

Ｃブロック Ｄブロック

17 伊藤 愛珠 西京高校 25 向山 瑞生 山口テニスアカデミー

18 Bye 26 Bye

19 土佐 美陽 防府高校 27 小池 美憂 防府高校

20 山本 瑞季 下関中等教育学校 28 川上 未凪 誠英高等学校

21 山崎 真奈 防府高校 29 升井 美月 防府高校

22 永澤 梨世 西京高校 30 梶村 明花 ツルガハマテニスクラブ

山口高校 32 町田 珠莉 山口高校

23 Bye 31 Bye

２０２２年１２月１１日（日）

維新百年記念公園テニス場

33 三浦 珂菩 防府高校 41 弘 咲花 西京高校

24 大坪 咲月

34 Bye 42 Bye

35 佐々木 優奈 下関中等教育学校 43 松田 真由香 防府高校

36 山田 綾花 誠英高等学校 44 松富 夢佳 誠英高等学校

37 倉光 和子 SUK Tennis Academy 45 西山 志歩 防府高校

38 境 菜々花 防府高校 46 若松 瑞歩 下関中等教育学校

39 Bye 47 木村 美桜 山口高校

40 瀬戸 香美乃 山口高校 48 河野 今日子 防府高校



２０２２ 第２１回山口県ウィンタージュニアテニス選手権大会　予選　

Girl's  Singles　Qualifying　Draw

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

相馬 彩海 鹿島 璃子

6-0 6-0 
岡村 和奏 井上 七海

6-4 6-4 
相馬 彩海 鹿島 璃子

6-1 6-2 
道中 咲乃 内田 結心

6-1 6-0 
道中 咲乃 内田 結心

w.o. 6-3 

１Ｒ ＳＦ Ｆ １Ｒ ＳＦ Ｆ

横濱 百花 渡邉 心優

6-1 6-2 
山本 結愛 下瀬 歩未

6-1 6-4 
横濱 百花 渡邉 心優

6-1 6-1 
中尾 心咲 和田 麻央

w.o. 6-0 
古川 瞳 畠中 花梨

6-1 6-4 

Ｂブロック

２０２２年１２月１７日（土）

維新百年記念公園テニス場

Ｇブロック Ｈブロック

Ａブロック

1 相馬 彩海 野田学園高校 9 鹿島 璃子 野田学園高校

2 Bye 10 Bye

3 中村 帆夏 萩光塩学院高校 11 扇薗 珠里花 成進高等学校

4 岡村 和奏 山口高校 12 井上 七海 西京高校

5 藤井 咲良 萩光塩学院高校 13 柴田 結子 萩光塩学院高校

6 道中 咲乃 山口高校 14 内田 結心 防府商工高校

7 Bye 15 Bye

8 大森 早南子 長府高校 16 市子原 莉緒 徳山高専

49 横濱 百花 野田学園高校 57 渡邉 心優 山口高校

50 Bye 58 Bye

51 山本 結愛 西京高校 59 下瀬 歩未 萩光塩学院高校

52 村田 朱椛 成進高等学校 60 山影 麻耶 西京高校

53 藤岡 りん 萩光塩学院高校 61 田中 友里恵 山口高校

54 中尾 心咲 長府高校 62 和田 麻央 宇部高校

55 Bye 63 Bye

56 古川 瞳 山口高校 64 畠中 花梨 ミズノＴＳ岩国
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