
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

☆ 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。

　

３， 日 時 令和４年１１月２７日（日）　予備日１２月４日、１８日

　　棄権など緊急連絡先　０９０－３００３－９６７３（楠瀬）

＊ ドローシートに記載の時刻までに受付を済ませて下さい。

＊ 受付が済んでいる場合は、記載の時刻よりも早く試合を開始することがあります。

４， 会 場 倉吉市倉吉市営テニスコート　　砂入り人工芝コート

　　　　　　倉吉市葵町591-1　　TEL　0858－22－5674

５， 種 目 ＭＵＦＧジュニア　　　１５歳以下シングルス　　2007年1月1日以降出生の男女

６， 競 技 方 法 トーナメント　　　

本戦　８ゲームスプロセット

フィードインコンソレーション形式による５位決定戦を行います。（１セットマッチ）

＊ 天候などにより、変更になることがあります。

７， 使 用 球 ヨネックス　ツアープラチナム（要項から変更となりました。）

９， 全 国 大 会 ２０２３年４月　愛知県東山公園テニスコート　　　県枠　男女各１名

（ＭＵＦＧジュニアのみ）

１０， 中国ジュニア 本、鳥取県大会の上位５名選手は、令和５年１月２８日、２９日に行われる、中国ジュニア

ウィンター大会 ウインター大会、Ｕ１６のクラス（山口県山口市）へ推薦します。

＊ 現在１３歳以下の選手１１歳以下の選手は、同大会の１４歳以下１２歳以下

のカテゴリーへの参加となるので、１６歳以下へは出られません。

令和４年度

ＭＵＦＧジュニア鳥取県予選大会

連絡事項　　2022/11/23リドローしました



2023MUFGジュニア鳥取県予選 　　　　倉吉市営テニスコート　　2022/11/27

男子シングルス　　大会結果

所属団体 Round 1 Round 2 Qf Sf Final 勝者
  

1 境港ジュニア 土海 悠太 [1]  
  土海 悠太 [1] 

2  Bye   
   土海 悠太 [1] 

3 米子北斗中学 赤井 駿斗  8-1  

  赤井 駿斗  

4 米子工業高校 藍野 巧帆 8-3   
   土海 悠太 [1] 

5 サニーテニス 小笠原 航太  8-0  
  上森 遼  

6 米子高校 上森 遼 8-5   
   米本 叶芽 [7] 

7  Bye  8-1  
  米本 叶芽 [7]  

8 ＳＴＥＶＥ 米本 叶芽 [7]   
   土海 悠太 [1] 

9 サニーテニス 岸田 拓真 [3]  8-2  

  岸田 拓真 [3]  

10  Bye   
   岸田 拓真 [3] 

11 ＳＴＥＶＥ 山下 陽大  8-0  
  井上 忠信  

12 境港ジュニア 井上 忠信 8-0   
   岸田 拓真 [3] 

13 ＳＴＥＶＥ 松原 綜佑  8-3  
  植松 帆次郎  

14 アポロＴＣ 植松 帆次郎 8-0   
   太田 翔 [8] 

15 サニーテニス 田邊 和成  8-1  
  太田 翔 [8]  

16 遊ポートＴＣ 太田 翔 [8] 8-1   
   土海 悠太 [1] 

17 アポロＴＣ 山﨑 大麓 [6]  8-0  

  山﨑 大麓 [6]  

18  Bye   
   山﨑 大麓 [6] 

19 サニーテニス 久城 隼斗  8-6  
  足立 京之介  

20 境港ジュニア 足立 京之介 8-3   
   安田 彰汰 [4] 

21 サニーテニス 足立 晃志  8-2  
  廣江 健生  

22 ＳＴＥＶＥ 廣江 健生 8-0   
   安田 彰汰 [4] 

23  Bye  8-0  
  安田 彰汰 [4]  

24 遊ポートＴＣ 安田 彰汰 [4]   
   安田 彰汰 [4] 

25 ＳＴＥＶＥ 金藤 宏樹 [5]  8-3  

  金藤 宏樹 [5]  

26  Bye   
   金藤 宏樹 [5] 

27 遊ポートＴＣ 松本 晄  8-5  
  幡原 創  

28 サニーテニス 幡原 創 8-1   
   金藤 宏樹 [5] 

29 アポロＴＣ 鍬本 侑輝  8-0  
  谷口 翔哉  

30 ＳＴＥＶＥ 谷口 翔哉 8-3   

   谷口 翔哉 順位 3-4 
31  Bye  w.o. 岸田 拓真 [3]  

  寺坂 遼央 [2]   岸田 拓真 [3] 
32 サニーテニス 寺坂 遼央 [2]  金藤 宏樹 [5] 8-2  

   



男子 コンソレ　大会結果

Round 1 Round 2 Round 3 Qf Sf Final 勝者
 

1 Bye 
Loser  1-2  

藍野 巧帆 

   
2 藍野 巧帆  藍野 巧帆 

Loser  3-4   
Bye  

 Loser  29-32  
3 小笠原 航太 幡原 創 

Loser  5-6  6-1  
小笠原 航太  

    
4 Bye  幡原 創 太田 翔 [8] 
Loser  7-8  6-0  6-3  

幡原 創   

 Loser  25-28  
5 Bye 太田 翔 [8] 
Loser  9-10  Loser  9-16 

山下 陽大 

    
6 山下 陽大  廣江 健生 太田 翔 [8] 
Loser  11-12  6-0  6-2  

廣江 健生   

 Loser  21-24  
7 松原 綜佑 廣江 健生 

Loser  13-14  w.o. 
田邊 和成  

 6-1    
8 田邊 和成  足立 京之介 米本 叶芽 [7] 
Loser  15-16  7-5  6-2  

足立 京之介   

 Loser  17-20  
9 Bye 米本 叶芽 [7] 
Loser  17-18  Loser  1-8 

久城 隼斗 

    
10 久城 隼斗  植松 帆次郎 太田 翔 [8] 

Loser  19-20  6-2  6-1  
植松 帆次郎   

 Loser  13-16  
11 足立 晃志 井上 忠信 

Loser  21-22  6-0  
足立 晃志  

    
12 Bye  井上 忠信 井上 忠信 

Loser  23-24  6-0  6-0  
井上 忠信   

 Loser  9-12  
13 Bye 谷口 翔哉 

Loser  25-26  Loser  25-32 
松本 晄 

    
14 松本 晄  上森 遼 井上 忠信 

Loser  27-28  6-2  6-1  
上森 遼   

 Loser  5-8  
15 鍬本 侑輝 上森 遼 

Loser  29-30  6-6 Ret. 
鍬本 侑輝  

    
16 Bye  赤井 駿斗 上森 遼 

Loser  31-32  7-6(5)  w.o. 
赤井 駿斗   米本 叶芽 [7]  
Loser  1-4   米本 叶芽 [7] 

山﨑 大麓 [6] 上森 遼 6-2  
Loser  17-24  

順位 7-8



2023MUFGジュニア鳥取県予選 倉吉市営テニスコート　　2022/11/27
女子シングルス　大会結果

所属団体 Round 1 Qf Sf Final 勝者

  
1 ＳＴＥＶＥ 櫻井 利真 [1]  
  櫻井 利真 [1] 

2  Bye   
   櫻井 利真 [1] 

3 境港ジュニア 森吉 彩瑛  8-0  

  森吉 彩瑛  

4 サニーテニス 白石 風花 8-0   
   櫻井 利真 [1] 

5 アポロＴＣ 川上 梨華 [4]  8-1  

  川上 梨華 [4]  

6  Bye   
   川上 梨華 [4] 

7  Bye  w.o. 

  上原 心寧  

8 サニーテニス 上原 心寧   
   櫻井 利真 [1] 

9 境港ジュニア 大根 花菜  8-2  

  松江 優奈  

10 サニーテニス 松江 優奈 8-3   

   松江 優奈 

11  Bye  8-3  

  赤井 優月 [3]  

12 米子北斗中学 赤井 優月 [3]   
   土海 環 [2] 

13 スポｎｅｔなんぶ 内田 実佑  8-0  

  久城 梨央  

14 サニーテニス 久城 梨央 w.o.  
   土海 環 [2] 

15  Bye  8-0  

  土海 環 [2]  

16 境港ジュニア 土海 環 [2]  

  順位 3-4 
 川上 梨華 [4]  
  川上 梨華 [4] 

 松江 優奈 8-3  

  



女子 コンソレ　大会結果

Round 1 Qf Sf Final 勝者

 

1 Bye 

Loser  1-2  

白石 風花 

   

2 白石 風花  白石 風花 

Loser  3-4  6-4  

久城 梨央  

 Loser  13-16  
3 Bye 赤井 優月 [3] 

Loser  5-6  6-1  

Bye  

   
4 Bye  赤井 優月 [3] 
Loser  7-8   

赤井 優月 [3]  

 Loser  9-12  

5 大根 花菜 森吉 彩瑛 

Loser  9-10  6-3  

大根 花菜  

   

6 Bye  大根 花菜 

Loser  11-12   

Bye  

 Loser  5-8  

7 Bye 森吉 彩瑛 

Loser  13-14  6-0  

Bye  

   

8 Bye  森吉 彩瑛 

Loser  15-16   

森吉 彩瑛  

Loser  1-4 順位 7-8
白石 風花  

 大根 花菜 

大根 花菜 6-3  
 


