
１， 主 催 鳥取県テニス協会

２， 主 管 鳥取県テニス協会　ジュニア委員会

３， 後 援 中国テニス協会　鳥取県高等学校体育連盟　鳥取県中学校テニス連盟

４， 協 賛 ヨネックス（株）　テニスショップ、フラシーノ　　

５， 日 時 シングルス 予選 令和５年５月３日（水）　雨天決行、予備日　４日５日

本戦 令和５年５月４日（木）５日（金）　雨天決行、予備日　６日

ダブルス 令和５年５月３日（水）～5日（金）　雨天決行、予備日　６日

ダブルスは３日に２Ｒまでとコンソレを実施予定。４日に準決勝、５日に決勝を

実施予定。時間に余裕があれば４日に準決勝敗者による練習試合を実施。

受付時間 シングルス予選，5月3日(水) 各選手はドローシートに記載の時間までに

受付をして下さい。

シングルス本戦、5月4日(木) ８：５０受付締切

ダブルス、5月3日(水) 各選手はドローシートに記載の時間までに

受付をして下さい。

＊ 受付が確認できている場合は、受付締切時間よりも早く試合をオーダーすることがあります。

＊ 雷などの荒天の場合には、予選のずれ込みや競技方法の変更をすることがあります。

練習コート 　５月３日(水) ①８：１０～８：５０

②およそ１５時以降～１７：００

　５月４日(木)５日(金) ８：００～８：３０　

６， 会 場 ヤマタスポーツパークテニスコート（砂入り人工芝コート１６面）

　鳥取市布勢１４６－１ ＴＥＬ ０８５７－３１－６９１１

７， 種 目 Ｕ－１８男女各シングルス　

Ｕ－１８男女各ダブルス

８， 競技方法 ＊ トーナメント　　ダブルスは８ゲームスプロセット。

　　　　　　　　　 シングルス本戦は3セットマッチ（各セット６－６後12ポイントタイブレーク）

　　　　　　　　　 シングルス予選は8ゲームズプロセット。　

　　　　　　　　 　天候等により変更することがあります。

＊ 予選での決勝敗者はラッキールーザーの抽選を受けてください。

＊ 予選、初戦敗者はトーナメント形式で練習マッチを行います。（１Ｓｅｔマッチ）

＊ シングルス本戦は「フィードインコンソレーション」をおこないます。

シングルス本戦ＳＦ以降、フィードインコンソレーション２Ｒ以降は、5月5日に行います。

＊ ダブルス、初戦敗者はトーナメント形式で練習マッチを行います。（１Ｓｅｔマッチ）

＊ 服装は清潔で礼儀正しい慣習的に認められているテニスウェア

９， 使 用 球  ヨネックス　ツアープラチナム

１０， 天候による確認、その他の問い合わせは、担当　楠瀬０９０－３００３－９６７３

令和５年度
第１０回　中国オープン山陰ジュニアテニス大会　連絡事項　　

＜中国ジュニアランキングポイント対象大会(予選敗者も含む)＞



2023中国オープン山陰ジュニアテニス大会 2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート
BS 18-予選　1／4 　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Round 2 Round 3 Finals 予選勝者 
   

1 広島国際学院高校 広島 小林 翠 [1]  
   小林 翠 [1] 

2   Bye   
    9:00

3 開星高校 島根 庄司 結斗   
   8:20  

4 やすいそ庭球部 広島 為重 孝成   
     

5 岡山理科大学附属高校 岡山 網本 真大   
   網本 真大  

6   Bye   
    8:20

7   Bye   
   常村 廉永  

8 倉吉東高校 鳥取 常村 廉永   
     Q1 

9 倉吉東高校 鳥取 丹後 智晴   
   丹後 智晴  

10   Bye   
    8:20

11   Bye   
   池畠 舷生  

12 岡山理科大学附属高校 岡山 池畠 舷生   
     

13 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 瀧本 琉   
   瀧本 琉  

14   Bye   
    8:20

15   Bye   
   渡部 朔也 [12]  

16 開星高校 島根 渡部 朔也 [12]  
    

17 アルファＴＣ 山口 弘 風音 [2]  
   弘 風音 [2] 

18   Bye   
    9:00

19 開星中学 島根 錦織 陽太   
   8:20  

20 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽   
     

21 崇徳高校 広島 三好 啓斗   
   三好 啓斗  

22   Bye   
    8:20

23   Bye   
   今田 開士  

24 岡山学芸館高校 岡山 今田 開士   
     Q2 

25 米子高専 鳥取 鍬本 侑輝   
   鍬本 侑輝  

26   Bye   
    8:20

27   Bye   
   岩田 銀治  

28 開星中学 島根 岩田 銀治   
     

29 安来高校 島根 山本 響也   
   山本 響也  

30   Bye   
    8:20

31   Bye   
   山﨑 光 [14]  

32 やすいそ庭球部 広島 山﨑 光 [14]  
    



2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート
BS 18-予選　2／4 　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

33 関西高校 岡山 柏木 捷太郎 [3]  
   柏木 捷太郎 [3] 

34   Bye   
    9:00

35 倉吉東高校 鳥取 窪田 蒼空   
   8:20  

36 開星高校 島根 尾形 風眞   
     

37 松江工業高校 島根 藤原 隼人   
   藤原 隼人  

38   Bye   
    8:20

39   Bye   
   中本 涼雅  

40 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 中本 涼雅   
     Q3 

41 開星高校 島根 鈴木 佑門   
   鈴木 佑門  

42   Bye   
    8:20

43   Bye   
   植松 帆次郎  

44 境高校 鳥取 植松 帆次郎   
     

45 米子東高校 鳥取 初沢 駿佑   
   初沢 駿佑  

46   Bye   
    8:20

47   Bye   
   大下 遥希 [9]  

48 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 遥希 [9]  
    

49 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺 [4]  
   岩井 惺 [4] 

50   Bye   
    9:00

51 米子北斗高校 鳥取 赤井 駿斗   
   8:20  

52 岡山理科大学附属高校 岡山 太田 翔   
     

53 開星高校 島根 廣友 奏太   
   廣友 奏太  

54   Bye   
    8:20

55   Bye   
   安田 彰汰  

56 遊ポートＴＣ 鳥取 安田 彰汰   
     Q4 

57 安来高校 島根 山本 瑛月   
   山本 瑛月  

58   Bye   
    8:20

59   Bye   
   坂根 祐  

60 やすいそ庭球部 広島 坂根 祐   
     

61 サニーテニス 鳥取 幡原 創   
   幡原 創  

62   Bye   
    8:20

63   Bye   
   青木 佑仁 [10]  

64 津山高専 岡山 青木 佑仁 [10]  
    



BS 18-予選　3／4 2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート
　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

65 岡山理科大学附属高校 岡山 阿部 蓮央 [5]  
   阿部 蓮央 [5] 

66   Bye   
    9:00

67   Bye   
   酒井 元  

68 広島国際学院高校 広島 酒井 元   
     

69 松江北高校 島根 原 俊輔   
   原 俊輔  

70   Bye   
    9:00

71   Bye   
   白石 千空  

72 米子東高校 鳥取 白石 千空   
     Q5 

73 開星高校 島根 角田 樹   
   角田 樹  

74   Bye   
    9:00

75   Bye   
   大根 虎太郎  

76 米子東高校 鳥取 大根 虎太郎   
     

77 開星高校 島根 木村 真大   
   木村 真大  

78   Bye   
    9:00

79   Bye   
   徳永 恢良 [16]  

80 やすいそ庭球部 広島 徳永 恢良 [16]  
    

81 広島国際学院高校 広島 廣本 陽優 [6]  
   廣本 陽優 [6] 

82   Bye   
    9:00

83   Bye   
   江田 有輝  

84 出雲西高校 島根 江田 有輝   
     

85 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介   
   足立 京之介  

86   Bye   
    9:00

87   Bye   
   飯田 要  

88 岡山理科大学附属高校 岡山 飯田 要   
     Q6 

89 やすいそ庭球部 広島 藤川 純大   
   藤川 純大  

90   Bye   
    9:00

91   Bye   
   金出地 洸太  

92 岡山学芸館高校 岡山 金出地 洸太   
     

93 米子東高校 鳥取 山﨑 大麓   
   山﨑 大麓  

94   Bye   
    9:00

95   Bye   
   西村 颯真 [13]  

96 開星中学 島根 西村 颯真 [13]  
    



BS 18-予選　4／4 2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート
　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

97 関西高校 岡山 竹本 時士 [7]  
   竹本 時士 [7] 

98   Bye   
    9:00

99   Bye   
   谷口 翔哉  

100 ＳＴＥＶＥ 鳥取 谷口 翔哉   
     

101 出雲西高校 島根 岩﨑 悠真   
   岩﨑 悠真  

102   Bye   
    9:00

103   Bye   
   赤星 慧樹  

104 広島国際学院高校 広島 赤星 慧樹   
     Q7 

105 開星高校 島根 角 眞之介   
   角 眞之介  

106   Bye   
    9:00

107   Bye   
   白石 一樹  

108 鳥取城北高校 鳥取 白石 一樹   
     

109 開星高校 島根 杉原 亮太   
   杉原 亮太  

110   Bye   
    9:00

111   Bye   
   渡辺 咲玖 [15]  

112 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 渡辺 咲玖 [15]  
    

113 開星高校 島根 中田 隆汰郎 [8]  
   中田 隆汰郎 [8] 

114   Bye   
    11:00

115   Bye   
   岸田 拓真  

116 米子東高校 鳥取 岸田 拓真   
     

117 関西高校 岡山 浜田 響己   
   浜田 響己  

118   Bye   
    11:00

119   Bye   
   瀧本 惺  

120 広陵高校 広島 瀧本 惺   
     Q8 

121 米子東高校 鳥取 寺坂 遼央   
   寺坂 遼央  

122   Bye   
    11:00

123   Bye   
   周藤 孝明  

124 開星高校 島根 周藤 孝明   
     

125 岡山理科大学附属高校 岡山 山下 晴雄   
   山下 晴雄  

126   Bye   
    11:00

127   Bye   
   山本 輝 [11]  

128 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 輝 [11]  
   
  



2023中国オープン山陰ジュニアテニス大会
GS 18-予選　1／2 2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート

　　　　　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

1 倉吉東高校 鳥取 櫻井 友子 [1]  
   櫻井 友子 [1] 

2   Bye   
    12:00

3 ＮＢテニスガーデン 広島 髙木 和   
   11:00  

4 グリーンベアーズ 島根 平野 彩葉   
     Q1 

5 安来高校 島根 杉原 晴菜   
   杉原 晴菜  

6   Bye   
    12:00

7   Bye   
   折本 はな [15]  

8 やすいそ庭球部 広島 折本 はな [15]  
    

9 安田女子高校 広島 濱本 弥 [2]  
   濱本 弥 [2] 

10   Bye   
    12:00

11 出雲西高校 島根 影山 うた   
   11:00  

12 安田女子高校 広島 日髙 春奈   
     Q2 

13 やすいそ庭球部 広島 田中 花   
   田中 花  

14   Bye   
    12:00

15   Bye   
   春山 のぞみ [12]  

16 米子西高校 鳥取 春山 のぞみ [12]  
    

17 英数学館高校 広島 平田 早希 [3]  
   平田 早希 [3] 

18   Bye   
    12:00

19 グリーンベアーズ 島根 芝原 心結   
   11:00  

20 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢   
     Q3 

21 グリーンベアーズ 島根 佐藤 彩海   
   佐藤 彩海  

22   Bye   
    12:00

23   Bye   



   志久 舞優 [9]  
24 山陽女学園高校 岡山 志久 舞優 [9]  

    
25 やすいそ庭球部 広島 清瀧 海香 [4]  

   清瀧 海香 [4] 
26   Bye   

    12:00
27 大社高校 島根 須田 優奈   

   11:00  
28 広陵高校 広島 竹内 澪穂   

     Q4 
29 安田女子高校 広島 遠藤 雅   

   遠藤 雅  
30   Bye   

    12:00
31   Bye   

   勝部 陽日 [16]  
32 開星中学 島根 勝部 陽日 [16]  



    
GS 18-予選　2／2 2023/5/3　　　ヤマタスポーツパーク　テニスコート

　　　　　　　　　　＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

33 広陵高校 広島 村田 結愛 [5]  
   村田 結愛 [5] 

34   Bye   
    11:00

35   Bye   
   赤井 優月  

36 サニーテニス 鳥取 赤井 優月   
     Q5 

37 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 平岡 咲光   
   平岡 咲光  

38   Bye   
    11:00

39   Bye   
   田口 桜 [14]  

40 吉賀高校 島根 田口 桜 [14]  
    

41 開星高校 島根 上山 夕貴 [6]  
   上山 夕貴 [6] 

42   Bye   
    11:00

43   Bye   
   大槻 早菜  

44 広陵高校 広島 大槻 早菜   
     Q6 

45 広陵高校 広島 宮本 咲希   
   宮本 咲希  

46   Bye   
    11:00

47   Bye   
   原 花楓 [11]  

48 米子高専 鳥取 原 花楓 [11]  
    

49 やすいそ庭球部 広島 横山 侑來 [7]  
   横山 侑來 [7] 

50   Bye   
    11:00

51   Bye   
   上原 心寧  

52 サニーテニス 鳥取 上原 心寧   
     Q7 

53 安田女子高校 広島 加藤 優瑞希   
   加藤 優瑞希  

54   Bye   
    11:00

55   Bye   
   細木 澪 [10]  



56 安来高校 島根 細木 澪 [10]  
    

57 鳥取湖陵高校 鳥取 荒木 柚那 [8]  
   荒木 柚那 [8] 

58   Bye   
    11:00

59   Bye   
   原 花凜  

60 グリーンベアーズ 島根 原 花凜   
     Q8 

61 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉   
   竹友 夢莉  

62   Bye   
    11:00

63   Bye   
   宮本 恵 [13]  

64 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵 [13]  
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8 遠藤　愛渚

岡山理科大学附属高校

岡山理科大学附属高校

やすいそ庭球部

関西高校

令和５年度

第１０回　中国オープン山陰ジュニアテニス大会　

シングルス本戦アクセプタンスリスト・受付時間

ドロー抽選は5月３日(水)予選終了後。

＊選考資料・４月１２日付けジュニアランキング

女子シングルス　　５月４（木）　８：５０受付〆切

広島

島根

広島

広島

山口

広島

鳥取

藤川　典真

清田　あいこ

加藤　那菜

中岡　咲心

上野　梨咲

山口テニスアカデミー

やすいそ庭球部

ＳＴＥＶＥ

やすいそ庭球部

吉賀高校

489.400

358.967

355.167

298.100

270.333

198.933

952.933
ア
ベ
レ
ー
ジ
ポ
イ
ン
ト

やすいそ庭球部

広島

関西高校

149.300

146.900

1056.767

インドアＴＳ広島

880.000

277.600

192.667

158.167

やすいそ庭球部

広島

150.467

田中　怜奈

井上　佳苗

櫻井　利真

男子シングルス　　５月４（木）　８：５０受付〆切

岡山理科大学附属高校

ア
ベ
レ
ー
ジ
ポ
イ
ン
ト

148.567

開星高校

岡山

島根

岡山

岡山

岡山

岡山

岡山

関西高校

藤原　和古

土海　悠太

木村　優生

中島　璃人

宮本　浩弥

藤原　陸

大嶋　巧翔



2023中国オープン山陰ジュニア大会　2023/5/3-5　ヤマタスポーツパーク

BD 18-本戦 ＊　15：00　　受付〆切

所属団体 Pref. Round 1 Qf Sf Final 勝者 
岡山理科大学附属高校 岡山 中島 璃人 [1] 

1 岡山理科大学附属高校 岡山 大嶋 巧翔  
Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 中本 涼雅  

2 やすいそ庭球部 広島 徳永 恢良   
やすいそ庭球部 広島 山﨑 光   

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 渡辺 咲玖   
開星中学 島根 西村 颯真   

4 開星中学 島根 錦織 陽太   
Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 遥希 [4]   

5 やすいそ庭球部 広島 岩井 惺   
開星高校 島根 木村 真大   

6 開星高校 島根 鈴木 佑門   
米子東高校 鳥取 寺坂 遼央   

7 米子東高校 鳥取 岸田 拓真   
開星高校 島根 渡部 朔也   

8 開星高校 島根 角田 樹   
岡山理科大学附属高校 岡山 阿部 蓮央   

9 岡山理科大学附属高校 岡山 飯田 要   
崇徳高校 広島 三好 啓斗   

10 広島国際学院高校 広島 小林 翠   
米子東高校 鳥取 初沢 駿佑   

11 米子東高校 鳥取 山﨑 大麓   
開星高校 島根 中田 隆汰郎 [3]   

12 開星高校 島根 木村 優生   
Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 山本 輝   

13 広島国際学院高校 広島 廣本 陽優   
岡山理科大学附属高校 岡山 太田 翔   

14 岡山理科大学附属高校 岡山 池畠 舷生   
開星高校 島根 周藤 孝明   

15 開星高校 島根 杉原 亮太  
やすいそ庭球部 広島 藤川 典真 [2]    

16 広島国際学院高校 広島 酒井 和    
 

＊ ７組が選考漏れ、事前の棄権があった場合には上位から連絡します。
ドローに入れなかった選手には当日に返金します。

ウエイティングリスト　   　①網本・山下（岡山）　　②鍬本・赤井（鳥取）　　③大根・白石（鳥取）　
　④藤川・酒井（広島）　　⑤岩﨑・江田（島根）　　⑥尾形・庄司（島根）　　⑦常村・窪田（鳥取）

順位 3-4 



2023中国オープン山陰ジュニア大会　2023/5/3-5　ヤマタスポーツパーク

GD 18-本戦 ＊選手はドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。

所属団体 Pref. Round 1 Qf Sf Final 勝者 

やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心 [1] 
1 山口テニスアカデミー 山口 田中 怜奈 中岡 咲心 [1] 

   田中 怜奈 
2   Bye   

安来高校 島根 細木 澪  15:30
3 大社高校 島根 須田 優奈   

やすいそ庭球部 広島 折本 はな 15:00  
4 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 竹友 夢莉   

安田女子高校 広島 日髙 春奈 [4]   
5 安田女子高校 広島 濱本 弥 日髙 春奈 [4]  

   濱本 弥  
6   Bye   

    15:30
7   Bye 原 花楓  

米子高専 鳥取 原 花楓 春山 のぞみ  
8 米子西高校 鳥取 春山 のぞみ   

広陵高校 広島 大槻 早菜   
9 広陵高校 広島 竹内 澪穂 大槻 早菜  

   竹内 澪穂  
10   Bye   

    15:30
11   Bye 加藤 那菜 [3]  

吉賀高校 島根 加藤 那菜 [3] 田口 桜  
12 吉賀高校 島根 田口 桜   

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

広陵高校 広島 村田 結愛 15:00  
14 ＮＢテニスガーデン 広島 藤本 怜矢   

    15:30
15   Bye 櫻井 利真 [2]  

ＳＴＥＶＥ 鳥取 櫻井 利真 [2] 櫻井 友子  
16 倉吉東高校 鳥取 櫻井 友子  
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