
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

４， 協 賛 ヨネックス（株）　テニスショップフラシーノ

☆ 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

鳥取県テニス協会の指針により、中国テニス協会ジュニア委員会から提示されているガイドライン

に沿っての対応をいたします。所属団体、ご父兄におかれましてはプリントアウトして、仮ドローと

ともに周知していただきますようお願いいたします。

◎受付の際に、選手、引率者、コーチ、同伴者など全員のチェックリストの提出をお願いいた

　します。

◎受付時の検温にご協力ください。

◎必要な場合を除き、友人、親戚などの同行の無いようお願いします。

５， 日 時 Ｕ１１　令和４年９月１０日（土）１１日（日）予備日 19日.10月1日
Ｕ１３　令和４年９月１０日（土）１１日（日）予備日 19日.10月1日

＊ 男子シングルスはベスト３２から第２日目の予定です。

＊ 女子シングルスはベスト１６から第２日目の予定です。

（第２日目の予報が台風接近などの警報級の恐れがある場合で、好ましいと判断された

場合に、ラウンドを進めることがありますので予めご了解ください。）

受付時間 ＊ 選手は、各種目初日（９月１０日）のドローシートに記載の時間までに受付

をして下さい。

（受付が完了している場合は記載時間よりも早く試合を始めることがあります）

＊ ９月１１日の受付については、１０日に発表します。

練習コート ２日間共通 ①８：００～８：１５

②８：１５～８：３０

＊ 雨天の場合も試合を行います。「台風」「警報」などの場合の問合せは、

　　　　　　　０９０－３００３－９６７３　楠瀬宛にして下さい。

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）

鳥取市布勢１４６－１ ＴＥＬ ０８５７－３１－６９１１

７， 種 目 Ｕ１１男女各シングルス　　Ｕ１３男女各シングルス

８， 競技方法 ＊ トーナメント

Ｕ１１、Ｕ１３は８ゲームスプロセット。(初戦敗者による練習試合は１Ｓｅｔマッチ）
Ｕ１１、Ｕ１３はセルフジャッジで試合を進めて下さい。

＊ Ｕ１１，Ｕ１３は初戦敗者による練習試合を行います。

練習試合参加希望者は、大会本部へあらためて受付をして下さい。

＊ 試合前の練習は３分間です。

＊ ルールは(財)日本テニス協会ルールを準用します。
＊ 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

令和４年度
第１０回　ＴＯＴＴＯＲＩジュニアテニス大会　連絡事項
＜中国ジュニアポイントランキング対象大会＞

種目 9月10日(土) 9月11日(日) 9月19日(月)

Ｕ１３ ○ ○ 予備日

10月1日(土)
予備日

予備日

Ｕ１１ ○ ○ 予備日



　当協会において感染拡大を予防するガイドラインを作成いたしましたので、大会
参加者の皆様は下記の事項についてご協力をよろしくお願いいたします。尚、本ガイド
ラインは、今後の感染状況を踏まえて見直しを行う場合がありますのでご留意ください。

１．来場制限

　　参加当日に以下の症状のある方は入場をお断りさせていただきます。
　　●　発熱や風邪の症状のある方（受付時に大会参加者・スタッフ全員の検温を行います）
　　●　強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方
　　●　咳、痰、胸部不快感のある方
　　●　嗅覚、味覚に異常を感じる方
　　●　新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
　　●　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　　●　過去7日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている
　　　　国・地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合
　　●　その他新型コロナウイルス感染症の症状がある方

２．選手へのお願い

　　●　マスクを持参し、着用する（練習中を除き常時着用）
　　●　こまめな手洗い、アルコール等による消毒の実施
　　●　人と人との距離を適切にとる（できるだけ2ｍを目安に最低１ｍ確保する）
　　●　大声での会話は控える
　　●　会場の混雑を避けるため、送迎・引率は選手１名につき関係者２名とする。
　　●　ゴミは必ず持ち帰ること
　　●　更衣室内にある備品（ドライヤーなど）の使用禁止
　　●　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）症状チェックリストの提出
　　　　報告に虛偽が発覚された場合はペナルティーを課せられる場合があります

３．コート内マナーについて

　　●　コートに出入りするときは必ず備え付けのアルコールで消毒の実施
　　●　用具の貸し借りはしない

４．大会スタッフについて

　　●　本部にアルコール等による消毒を設置
　　●　マスクの着用
　　●　手が触れる場所のこまめな消毒
　　●　選手同士の距離の徹底

５．その他

　　●　感染防止のために主催者が決めたその他の措置について主催者の指示に従うこと
　　●　連絡先を特定できない人の入場禁止
　　●　大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、各県協会
　　　　に速やかに報告すること
　　●　熱中症対策の実施
　　●　開催前に感染者発生状況により大会を中止することがあります
　　　　

新型コロナウイルス感染症対策　　　ガイドライン

中国テニス協会



新型コロナウィルス感染症　症状チェックシート

日付 ドロー№

氏名 年齢 歳

所属

〒

住所

電話

e-mail

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

   上記報告に虛偽が発覚された場合はペナルティーを課せられる場合があります。

※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。

平熱を超える発熱

咳やのどの痛みなど風邪の症状

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

選手　　・　　同行者　　・　　スタッフ

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

男　・　女

℃

参加前２週間における以下の事項の有無

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





2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11男子シングルス　1／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

　　　　　　　   ☆リドローしました。2022/9/3
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
   シード順位について

1 アルファＴＣ 山口 弘中 丈詞 [1]  ＊ ランキング同位は大会数により選考。
   弘中 丈詞 [1] ＊ 大会数も同じなら抽選。

2   Bye   
    9:30

3 やすいそ庭球部 広島 折本 壮一   
   8:20  

4 ＳＴＥＶＥ 鳥取 松原 蒼佑   
     

5 ＪＦＴＣ 岡山 遠藤 嘉   
   遠藤 嘉  

6   Bye   
    9:00

7   Bye   
   岩田 翔太朗 [26]  

8 グリーンベアーズ 島根 岩田 翔太朗 [26]   
     

9 Tension 広島 渡邉 廉仁 [21]   
   渡邉 廉仁 [21]  

10   Bye   
    9:00

11   Bye   
   黒江 仁  

12 たけなみＴＡ 岡山 黒江 仁   
     

13 チェリーＴＣ 岡山 原田 慎治郎   
   8:20  

14 福山テニス王国 広島 石井 健翔   
    9:30

15   Bye   
   太田 勝貴 [15]  

16 every.TC 岡山 太田 勝貴 [15]   
     

17 グリーンベアーズ 島根 中田 空良 [9]   
   中田 空良 [9]  

18   Bye   
    9:30

19 ラスタットＴＣ 岡山 蓬莱 依織   
   8:20  

20 福山テニス王国 広島 天野 宏汰   
     

21 遊ポートＴＣ 鳥取 白石 慧   
   白石 慧  

22   Bye   
    9:00

23   Bye   
   八松 陽馬 [22]  

24 石川ＴＳ 岡山 八松 陽馬 [22]   
     

25 every.TC 岡山 内藤 旭 [27]   
   内藤 旭 [27]  

26   Bye   
    9:00

27   Bye   
   柴山 煌誠  

28 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山 煌誠   
     

29 アサヒＴＣ 岡山 森 隆翔   
   8:20  

30 レノファ山口 山口 松田 征志郎   
    9:30 SF  1-64

31   Bye   
   上野 遼真 [8]  

32 やすいそ庭球部 広島 上野 遼真 [8]  



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11男子シングルス　2／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

　　　　　　　   ☆リドローしました。2022/9/3
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

33 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 陸斗 [3]  
   井ノ迫 陸斗 [3] 

34   Bye   
    9:30

35 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 凱空   
   8:20  

36 やすいそ庭球部 広島 南角 健太   
     

37 スポｍｅｔなんぶ 鳥取 尾田 宗介   
   尾田 宗介  

38   Bye   
    9:00

39   Bye   
   片上 龍之介 [32]  

40 ツルガハマＴＣ 山口 片上 龍之介 [32]   
     

41 ノアアカデミー倉敷 岡山 植松 蒼葉 [17]   
   植松 蒼葉 [17]  

42   Bye   
    9:00

43   Bye   
   森山 大樹  

44 風の国ＴＣｊｒ 島根 森山 大樹   
     

45 やすいそ庭球部 広島 山﨑 崇士朗   
   8:20  

46 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 孝太   
    9:30

47   Bye   
   髙浦 健 [14]  

48 やすいそ庭球部 広島 髙浦 健 [14]   
     

49 Tension 広島 高橋 英士 [10]   
   高橋 英士 [10]  

50   Bye   
    9:30

51 たけなみＴＡ 岡山 安藤 星空   
   8:20  

52 サニーテニス 鳥取 岩井 快斗   
     

53 ＮＢテニスガーデン 広島 武田 悠吾   
   武田 悠吾  

54   Bye   
    9:00

55   Bye   
   井原 陽希 [23]  

56 every.TC 岡山 井原 陽希 [23]   
     

57 Ｔ－Ｓｔｅｐ 広島 大屋 海翔 [29]   
   大屋 海翔 [29]  

58   Bye   
    9:00

59   Bye   
   小虎 翔太  

60 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 小虎 翔太   
     

61 UMEZU Jr.T.T 島根 久保田 伊織   
   8:20  

62 ＮＢテニスガーデン 広島 曽我部 昇太   
    9:30

63   Bye   
   森 太一 [5]  

64 アサヒＴＣ 岡山 森 太一 [5]  

SF  65-128



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11男子シングルス　3／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

　　　　　　　   ☆リドローしました。2022/9/3
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

65 大和オレンジボールＴＣ 山口 藤本 悠太 [7]  
   藤本 悠太 [7] 

66   Bye   
    9:30

67 スフィーダＴＣ 岡山 井上 瑠惟   
   8:20  

68 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大峰 侑真   
     

69 たけなみＴＡ 岡山 片山 竣介   
   片山 竣介  

70   Bye   
    9:00

71   Bye   
   梶原 直人 [25]  

72 フォレストコースト 広島 梶原 直人 [25]   
     

73 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 井上 斗葵 [19]   
   井上 斗葵 [19]  

74   Bye   
    9:00

75   Bye   
   村上 類  

76 やすいそ庭球部 広島 村上 類   
     

77 サニーテニス 鳥取 伊藤 凛太郎   
   8:20  

78 福山テニス王国 広島 田中 隼人   
    9:30

79   Bye   
   鈴木 寿弥 [12]  

80 グリーンベアーズ 島根 鈴木 寿弥 [12]   
     

81 やすいそ庭球部 広島 瀧山 直 [13]   
   瀧山 直 [13]  

82   Bye   
    9:30

83 石川ＴＳ 岡山 石川 起平   
   8:20  

84 ＳＴＥＶＥ 鳥取 山下 陽大   
     

85 やすいそ庭球部 広島 舩越 太陽   
   舩越 太陽  

86   Bye   
    9:00

87   Bye   
   山口 楷心 [24]  

88 たけなみＴＡ 岡山 山口 楷心 [24]   
     

89 ＴＣＳ 広島 城戸 星音 [28]   
   城戸 星音 [28]  

90   Bye   
    9:00

91   Bye   
   殿重 仁埜  

92 every.TC 岡山 殿重 仁埜   
     

93 石川ＴＳ 岡山 本村 蓮翔   
   8:20  

94 UMEZU Jr.T.T 島根 浦瀧 諒人   
    9:30

95   Bye   
   亀山 竜之介 [4]  

96 ラスタットＴＣ 岡山 亀山 竜之介 [4]  

Final



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11男子シングルス　4／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

　　　　　　　   ☆リドローしました。2022/9/3
所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

97 グリーンベアーズ 島根 錦織 柑太 [6]  
   錦織 柑太 [6] 

98   Bye   
    9:30

99 福山テニス王国 広島 山岡 夏陽   
   8:20  

100 たけなみＴＡ 岡山 吉野 透真   
     

101 every.TC 岡山 奥村 龍海   
   奥村 龍海  

102   Bye   
    9:00

103   Bye   
   大谷 煌 [30]  

104 スポｍｅｔなんぶ 鳥取 大谷 煌 [30]   
     

105 ＮＢテニスガーデン 広島 瀧本 悠友 [18]   
   瀧本 悠友 [18]  

106   Bye   
    9:00

107   Bye   
   手柴 吾雅史  

108 ラスタットＴＣ 岡山 手柴 吾雅史   
     

109 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 大希   
   8:20  

110 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 広島 久保 修一   
    9:30

111   Bye   
   堀 大輝 [11]  

112 every.TC 岡山 堀 大輝 [11]   
     

113 アサヒＴＣ 岡山 樋口 暖人 [16]   
   樋口 暖人 [16]  

114   Bye   
    9:30

115 レノファ山口 山口 加藤 悠晟   
   8:20  

116 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本 彪真   
     

117 やすいそ庭球部 広島 藤山 洸大   
   藤山 洸大  

118   Bye   
    9:00

119   Bye   
   城 恭太郎 [20]  

120 グリーンベアーズ 島根 城 恭太郎 [20]   
     

121 たけなみＴＡ 岡山 幾瀧 陽向 [31]   
   幾瀧 陽向 [31]  

122   Bye   
    9:00

123   Bye   
   松尾 夏樹  

124 福山テニス王国 広島 松尾 夏樹   
     

125 さくらＳＳＣ 島根 大豊 雄希   
   8:20  

126 たけなみＴＡ 岡山 青木 暖斗   
    9:30 順位 3-4

127   Bye   
   新 大輝 [2]  

128 Tension 広島 新 大輝 [2]  
   
  



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11女子シングルス　1／2　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final
   

1 ツルガハマＴＣ 山口 河口 菜々美 [1]  
   河口 菜々美 [1] 

2   Bye   
    14:00

3 たけなみＴＡ 岡山 国府 莉依紗   
   12:00  

4 サニーテニス 鳥取 久城 梨央   
     

5 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 彩芭   
   12:00  

6 ＮＢテニスガーデン 広島 近藤 紗衣   
     

7 グリーンベアーズ 島根 井ノ迫 結   
   12:00  

8 ラスタットＴＣ 岡山 諏訪 継実 [15]   
     

9 ＹＹｋｉｄｓ　松江 島根 松浦 一花 [9]   
   松浦 一花 [9]  

10   Bye   
    14:00

11 every.TC 岡山 藤原 初乃   
   12:00  

12 ＮＢテニスガーデン 広島 山根 光織   
     

13 スフィーダＴＣ 岡山 小林 由依   
   12:00  

14 遊ポートＴＣ 鳥取 冨林 真悠花   
    14:00

15   Bye   
   大屋 結愛 [7]  

16 Ｔ－Ｓｔｅｐ 広島 大屋 結愛 [7]   
     

17 every.TC 岡山 新開 菫 [3]   
   新開 菫 [3]  

18   Bye   
    14:00

19 グリーンベアーズ 島根 石田 明菜   
   12:00  

20 every.TC 岡山 大森 心結   
     

21 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 牟田 悠乃   
   12:00  

22 ＮＢテニスガーデン 広島 森澤 いせ奈   
     

23   Bye  14:00
   河口 依鈴 [13]  

24 ツルガハマＴＣ 山口 河口 依鈴 [13]   
     

25 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 晴日 [12]   
   小田 晴日 [12]  

26   Bye   
    15:00

27 チェリーＴＣ 岡山 舟木 彩羽   
   13:00  

28 サニーテニス 鳥取 平石 柚稀   
     

29 柳生園ＴＣ 岡山 國米 柚衣珂   
   13:00  

30 UMEZU Jr.T.T 島根 宗近 幸桜   
     

31   Bye  15:00
   久佐 美月姫 [5]  

32 ツルガハマＴＣ 山口 久佐 美月姫 [5]  

Final



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ11女子シングルス　2／2　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final
    

33 やすいそ庭球部 広島 山本 咲和 [8]  
   山本 咲和 [8] 

34   Bye   
    15:00

35 every.TC 岡山 江口 真央   
   13:00  

36 UMEZU Jr.T.T 島根 中村 華菜   
     

37 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 久戸瀬 柚愛   
   13:00  

38 サニーテニス 鳥取 赤井 愛椛   
     

39   Bye  15:00
   森植 郁心 [10]  

40 every.TC 岡山 森植 郁心 [10]   
     

41 さくらＳＳＣ 島根 杉原 明菜 [14]   
   杉原 明菜 [14]  

42   Bye   
    15:00

43 Ｔ－Ｓｔｅｐ 広島 香川 夕奈   
   13:00  

44 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 本田 志帆   
     

45 UMEZU Jr.T.T 島根 安立 かづき   
   13:00  

46 ＴＣ-ＡＲＴ 岡山 北野 くるみ   
     

47   Bye  15:00
   片上 碧 [4]  

48 ツルガハマＴＣ 山口 片上 碧 [4]   
     

49 たけなみＴＡ 岡山 川村 奈央 [6]   
   川村 奈央 [6]  

50   Bye   
    15:00

51 サニーテニス 鳥取 上原 心寧   
   13:00  

52 ＹＹｋｉｄｓ　松江 島根 角田 萌   
     

53 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 優芽奈   
   13:00  

54 ＋Jテニスアカデミー 広島 原 莉衣咲   
     

55   Bye  15:00
   萬行 椛恋 [11]  

56 ツルガハマＴＣ 山口 萬行 椛恋 [11]   
     

57 やすいそ庭球部 広島 野村 海心 [16]   
   13:00  

58 every.TC 岡山 江口 奈美   
     

59 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 美月   
   13:00  

60 たけなみＴＡ 岡山 江草 初音   
     

61 Ｔｅｎｎｉｓ　ＺＯＮＥ　Ｈｅｓａｋａ 広島 古島 芽育   
   13:00  

62 柳生園ＴＣ 岡山 近藤 姫愛   
     

63   Bye  15:00 順位 3-4
   押川 美月 [2]  

64 グリーンベアーズ 島根 押川 美月 [2]  
   
  



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13男子シングルス　1／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
   

1 アサヒＴＣ 岡山 松本 悠希 [1]  
   松本 悠希 [1] 

2   Bye   
    12:00

3 サニーテニス 鳥取 足立 晃志   
   11:00  

4 アサヒＴＣ 岡山 石津 健   
     

5 岡山理大附属中学校 岡山 鷹野 稜   
   鷹野 稜  

6   Bye   
    11:00

7   Bye   
   中井 蒼真 [28]  

8 境港ジュニア 鳥取 中井 蒼真 [28]   
     

9 ＳＴＥＶＥ 鳥取 金藤 宏樹 [17]   
   金藤 宏樹 [17]  

10   Bye   
    11:00

11   Bye   
   倉光 晟永  

12 ＮＢテニスガーデン 広島 倉光 晟永   
     

13 境港ジュニア 鳥取 井上 忠信   
   井上 忠信  

14   Bye   
    11:00

15   Bye   
   岡本 幸大 [16]  

16 みなみ坂ＴＳ 広島 岡本 幸大 [16]   
     

17 山口サングリーンＴＣ 山口 末次 悠真 [10]   
   末次 悠真 [10]  

18   Bye   
    11:00

19   Bye   
   和気 義章  

20 アサヒＴＣ 岡山 和気 義章   
     

21 天満屋遊プラザ 岡山 福島 直政   
   福島 直政  

22   Bye   
    11:00

23   Bye   
   小櫻 空芽 [19]  

24 開星中学校 島根 小櫻 空芽 [19]   
     

25 ラスタットＴＣ 岡山 佐々木 雅幸 [27]   
   佐々木 雅幸 [27]  

26   Bye   
    11:00

27   Bye   
   田邊 和成  

28 サニーテニス 鳥取 田邊 和成   
     

29 チェリーＴＣ 岡山 原田 龍之介   
   11:00  

30 やすいそ庭球部 広島 岡﨑 智彦   
    12:00

31   Bye   SF  1-64
   小川 洋右 [5]  

32 ラスタットＴＣ 岡山 小川 洋右 [5]  



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13男子シングルス　2／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

33 たけなみＴＡ 岡山 髙森 太史郎 [4]  
   髙森 太史郎 [4] 

34   Bye   
    12:00

35 ラスタットＴＣ 岡山 小山 泰駕   
   11:00  

36 ＮＢテニスガーデン 広島 熊谷 勇志   
     

37 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本 怜遠   
   沖本 怜遠  

38   Bye   
    11:00

39   Bye   
   廣江 健生 [32]  

40 ＳＴＥＶＥ 鳥取 廣江 健生 [32]   
     

41 いのうえテニスガーデン 山口 山本 直生 [18]   
   山本 直生 [18]  

42   Bye   
    11:30

43   Bye   
   幾瀧 蒼也  

44 たけなみＴＡ 岡山 幾瀧 蒼也   
     

45 every.TC 岡山 大西 幸太   
   大西 幸太  

46   Bye   
    11:30

47   Bye   
   山田 悠世 [15]  

48 やすいそ庭球部 広島 山田 悠世 [15]   
     

49 ラスタットＴＣ 岡山 吉武 蕾音 [12]   
   吉武 蕾音 [12]  

50   Bye   
    11:30

51   Bye   
   前川 崇琉  

52 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 広島 前川 崇琉   
     

53 every.TC 岡山 森植 亮介   
   森植 亮介  

54   Bye   
    11:30

55   Bye   
   川元 秀五 [23]  

56 やすいそ庭球部 広島 川元 秀五 [23]   
     

57 リョーコーＴＣ 広島 藤田 宗万 [29]   
   藤田 宗万 [29]  

58   Bye   
    11:30

59   Bye   
   舟木 祐宇  

60 チェリーＴＣ 岡山 舟木 祐宇   
     

61 福山テニス王国 広島 佐野 瑛大   
   11:00  

62 隠岐島前ＴＣ 島根 石橋 怜星   
    12:00

63   Bye   
   角南 叶多 [8]  

64 ラスタットＴＣ 岡山 角南 叶多 [8]  

SF  65-128



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13男子シングルス　3／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

65 開星中学校 島根 西村 颯真 [7]  
   西村 颯真 [7] 

66   Bye   
    12:00

67 every.TC 岡山 亀山 蒼生   
   11:00  

68 やすいそ庭球部 広島 山本 蓮   
     

69 さくらＳＳＣ 島根 大豊 裕希   
   大豊 裕希  

70   Bye   
    11:30

71   Bye   
   森本 大駿 [26]  

72 アサヒＴＣ 岡山 森本 大駿 [26]   
     

73 ＳＴＥＶＥ 鳥取 米本 叶芽 [24]   
   米本 叶芽 [24]  

74   Bye   
    11:30

75   Bye   
   モーガン 瑠来  

76 たけなみＴＡ 岡山 モーガン 瑠来   
     

77 柳生園ＴＣ 岡山 菊井 崚太   
   菊井 崚太  

78   Bye   
    11:30

79   Bye   
   錦織 陽太 [11]  

80 開星中学校 島根 錦織 陽太 [11]   
     

81 ラスタットＴＣ 岡山 渡辺 慶大 [13]   
   渡辺 慶大 [13]  

82   Bye   
    11:30

83   Bye   
   小笠原 航太  

84 サニーテニス 鳥取 小笠原 航太   
     

85 ツルガハマＴＣ 山口 吉田 涼   
   吉田 涼  

86   Bye   
    11:30

87   Bye   
   安立 紳平 [22]  

88 UMEZU Jr.T.T 島根 安立 紳平 [22]   
     

89 いのうえテニスガーデン 山口 山崎 敬史 [25]   
   山崎 敬史 [25]  

90   Bye   
    11:30

91   Bye   
   上原 悠翔  

92 サニーテニス 鳥取 上原 悠翔   
     

93 開星中学校 島根 角 眞之介   
   11:00  

94 ＪＦＴＣ 岡山 福家 斗真   
    12:00

95   Bye   
   溝手 倫汰朗 [3]  

96 ラスタットＴＣ 岡山 溝手 倫汰朗 [3]  

Final



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13男子シングルス　4／4　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Qf Sf
    

97 やすいそ庭球部 広島 髙川 空澄 [6]  
   髙川 空澄 [6] 

98   Bye   
    12:00

99 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 沖本 太我   
   11:00  

100 境港ジュニア 鳥取 足立 京之介   
     

101 ＪＦＴＣ 岡山 廣友 春咲   
   廣友 春咲  

102   Bye   
    11:30

103   Bye   
   原 圭輔 [31]  

104 さくらＳＳＣ 島根 原 圭輔 [31]   
     

105 ツルガハマＴＣ 山口 橋本 詠哉 [20]   
   橋本 詠哉 [20]  

106   Bye   
    11:30

107   Bye   
   沖田 太陽  

108 やすいそ庭球部 広島 沖田 太陽   
     

109 アサヒＴＣ 岡山 高戸 佑羽   
   11:00  

110 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大峰 惺吾   
    12:00

111   Bye   
   森原 千一郎 [9]  

112 ＵＰ．Ｓｅｔ 広島 森原 千一郎 [9]   
     

113 やすいそ庭球部 広島 山中 佑記 [14]   
   山中 佑記 [14]  

114   Bye   
    11:30

115   Bye   
   小幡 一期  

116 柳生園ＴＣ 岡山 小幡 一期   
     

117 福山テニス王国 広島 山本 翼輝   
   山本 翼輝  

118   Bye   
    11:30

119   Bye   
   柴原 世凪 [21]  

120 アサヒＴＣ 岡山 柴原 世凪 [21]   
     

121 インドアＴＳ広島 広島 松永 悠希 [30]   
   松永 悠希 [30]  

122   Bye   
    11:30

123   Bye   
   久城 隼斗  

124 サニーテニス 鳥取 久城 隼斗   
     

125 上本ＴＳ 広島 江島 直紀   
   11:00  

126 Ｉ出雲 島根 森脇 宗近   
    12:00

127   Bye   順位 3-4
   大平 晴仁 [2]  

128 アサヒＴＣ 岡山 大平 晴仁 [2]  
   
  



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13女子シングルス　1／2　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final
   

1 ＮＢテニスガーデン 広島 渡辺 葵衣 [1]  
   渡辺 葵衣 [1] 

2   Bye   
    16:00

3 天満屋遊プラザ 岡山 高山 桜和   
   14:00  

4 境港ジュニア 鳥取 土海 環   
     

5 MIYAKE jr 髙屋ＴＣ 岡山 大森 琴羽   
   14:00  

6 ＮＢテニスガーデン 広島 大森 唯愛   
     

7   Bye  16:00
   池淵 ひかり [15]  

8 Ｉ出雲 島根 池淵 ひかり [15]   
     

9 たけなみＴＡ 岡山 西山 日向 [12]   
   西山 日向 [12]  

10   Bye   
    16:00

11 ＮＢテニスガーデン 広島 小笹 悠夏   
   14:00  

12 ＪＦＴＣ 岡山 吉井 小由未   
     

13 ＮＰＯ廿日市スポーツクラブ 広島 前野 天寧   
   14:00  

14 サニーテニス 鳥取 増田 唯花   
     

15   Bye  16:00
   藤本 芽衣奈 [5]  

16 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 芽衣奈 [5]   
     

17 たけなみＴＡ 岡山 中原 萌 [4]   
   中原 萌 [4]  

18   Bye   
    16:00

19 ＹＹｋｉｄｓ　松江 島根 陶山 千尋   
   14:00  

20 ＋Jテニスアカデミー 広島 原 愛莉   
     

21 石川ＴＳ 岡山 広兼 莉央奈   
   15:00  

22 アポロＴＣ 鳥取 川上 梨華   
     

23   Bye  16:30
   眞鍋 結衣 [13]  

24 ＮＢテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣 [13]   
     

25 ラスタットＴＣ 岡山 蓬萊 小春 [10]   
   蓬萊 小春 [10]  

26   Bye   
    16:30

27 さくらＳＳＣ 島根 杉原 結菜   
   15:00  

28 ＮＢテニスガーデン 広島 森澤 フジ花   
     

29 米子北斗中学校 鳥取 赤井 優月   
   15:00  

30 石川ＴＳ 岡山 小橋 美月   
    16:30

31   Bye   
   柴山 那奈 [8]  

32 ＮＢテニスガーデン 広島 柴山 那奈 [8]  

Final



2022中国オープンTOTTORIジュニアテニス大会 2022/9/10・11　ヤマタスポーツパークテニスコート

Ｕ13女子シングルス　2／2　　　☆選手は記載された時間までに受付をしてください。

所属団体 県 Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final
ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉 [17]  

33 ラスタットＴＣ 岡山 五藤 里保 [6]  
   坪田 依茉 [17]

34   Bye   
    16:30

35 ＮＢテニスガーデン 広島 島本 凛   
   15:00  

36 サニーテニス 鳥取 松江 優奈   
     

37 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 広島 久保 美貴子   
   15:00  

38 ＴＣ-ＡＲＴ 岡山 久野 百花   
    16:30

39   Bye   
   勝部 陽日 [11]  

40 グリーンベアーズ 島根 勝部 陽日 [11]   
     

41 やすいそ庭球部 広島 田中 愛 [16]   
   田中 愛 [16]  

42   Bye   
    16:30

43 たけなみＴＡ 岡山 日田 杷冴   
   15:00  

44 グリーンベアーズ 島根 芝原 心結   
     

45 ラスタットＴＣ 岡山 坪田 依茉   
  内田 実佑  

46 スポｍｅｔなんぶ 鳥取 内田 実佑   
    16:30

47   Bye   
   藤山 羽優 [3]  

48 やすいそ庭球部 広島 藤山 羽優 [3]   
     

49 ＋Jテニスアカデミー 広島 平田 里帆 [7]   
   平田 里帆 [7]  

50   Bye   
    16:30

51 ＹＹｋｉｄｓ　松江 島根 瀨﨑 結音   
   15:00  

52 たけなみＴＡ 岡山 青木 優奈   
     

53 サニーテニス 鳥取 森吉 彩瑛   
   15:00  

54 Ｔ－Ｓｔｅｐ 広島 山本 梨乃   
    16:30

55   Bye   
   永倉 聖理奈 [9]  

56 every.TC 岡山 永倉 聖理奈 [9]   
     

57 みなみ坂ＴＳ 広島 小田 朱莉 [14]   
   小田 朱莉 [14]  

58   Bye   
    16:30

59 境港ジュニア 鳥取 大根 花菜   
   15:00  

60 ノアアカデミー倉敷 岡山 植松 百々葉   
     

61 Tension 広島 福岡 姫奈   
   15:00  

62 グリーンベアーズ 島根 原 花凜   
    16:30

63   Bye   順位 3-4
   樽床 風音 [2]  

64 ラスタットＴＣ 岡山 樽床 風音 [2]  
   
  


