
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 日 時 ＲＳＫ杯 令和５年５月２１日（日）雨天強行　　予備日　　6月10日

練習コート ８：００～８：５０

男子シングルス

女子シングルス

　＊問い合わせ先 ０９０－３００３－９６７３　　楠瀬

4 会 場 米子市　どらドラパーク米子テニスコート（砂入り人工芝）

管理：米子市民体育館 TEL ０８５９-３３-２８６１

*（予備日６月１０日は鳥取市ヤマタスポーツパークコート）

5 種 目 １３歳以下男女各シングルス

6 競 技 方 法 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は１セットマッチ

天候などにより変更することがあります。

＊試合前の練習はラリー４球とサーブ４球のみ

7 使 用 球 ダンロップＡＯ

8 服 装 テニスウェアを着用して下さい。Ｔシャツは不可

9 中 国 大 会 令和５年７月２６日（水）～２８日（金）　

＊ご注意下さい。要項に掲示の日時を訂正しています。

備前市、備前テニスセンター（砂入り人工芝コート）

県代表枠　５名＋中国ジュニア委員会ＷＣ（７名）

ＷＣ7名の詳細は、中国テニス協会ＨＰを参照又は当日大会本部にてお問合せ下さい。

令和５年度　ＲＳＫジュニア全国選抜ジュニアテニス選手権大会

鳥取県予選大会・連絡事項

ドローシートに記載の時間までに受付をして下さい。





2023ＲＳＫジュニア鳥取県予選 2023/5/21  どらドラパーク米子庭球場
男子シングルス ＊ドローに記載の時間までに受付をしてください。

所属団体 Round 1 Round 2 Qf Sf Final 勝者
  

1 ＳＴＥＶＥ 廣江 健生 [1]  
  廣江 健生 [1] 

2  Bye   
   9:30

3 境港ジュニア 伊藤 凛太郎   
  8:40  

4 サニーテニス 髙倉 一   
    

5 アポロＴＣ 内藤 保斗   
  内藤 保斗  

6  Bye   
   9:30

7  Bye   
  久城 隼斗 [6]  

8 サニーテニス 久城 隼斗 [6]   
    

9 スポｎｅｔなんぶ 大谷 煌 [3]   
  大谷 煌 [3]  

10  Bye   
   9:30

11 サニーテニス 北村 幸生   
  8:40  

12 アポロＴＣ 藤原 一騎   
    

13 境港ジュニア 潮 隼翔   
  潮 隼翔  

14  Bye   
   9:30

15  Bye   
  松原 綜佑 [8]  

16 ＳＴＥＶＥ 松原 綜佑 [8]   
    

17 ＳＴＥＶＥ 山下 陽大 [5]   
  山下 陽大 [5]  

18  Bye   
   8:40

19  Bye   
  河端 健太朗  

20 境港ジュニア 河端 健太朗   
    

21 遊ポートＴＣ 白石 慧   
  白石 慧  

22  Bye   
   8:40

23  Bye   
  足立 晃志 [4]  

24 サニーテニス 足立 晃志 [4]   
    

25 サニーテニス 小笠原 航太 [7]   
  小笠原 航太 [7]  

26  Bye   
   9:30

27  Bye   
  足立 亮太郎  

28 アポロＴＣ 足立 亮太郎   
    

29 スポｎｅｔなんぶ 渡邉 新   
  8:40

30 ＳＴＥＶＥ 山根 迅翔   
   9:30

31  Bye   
  中井 蒼真 [2]  

32 境港ジュニア 中井 蒼真 [2]  順位 3-4
    
   
  



2023ＲＳＫジュニア鳥取県予選 2023/5/21  どらドラパーク米子庭球場
女子シングルス 　　　　　＊ドローに記載の時間までに受付をしてください。

所属団体 Round 1 Qf Sf Final 勝者

  
1 サニーテニス 赤井 優月 [1]  

  赤井 優月 [1] 
2  Bye   

   9:30
3 アポロＴＣ 紙本 彩叶   

  8:40  
4 ＳＴＥＶＥ 松嶋 理乃   

    
5 サニーテニス 上原 心寧 [4]   

  8:40  
6 遊ポートＴＣ 太田 夏帆   

    
7 アポロＴＣ 足立 璃子   

  8:40  
8 サニーテニス 平石 柚稀   

    
9 サニーテニス 久城 梨央   

  8:40  
10 遊ポートＴＣ 冨林 真悠花   

   9:30
11  Bye   

  松江 優奈 [3]  
12 サニーテニス 松江 優奈 [3]   

    
13 スポｎｅｔなんぶ 内田 実佑   

  8:40  
14 サニーテニス 赤井 愛椛 [5]   

   9:30
15  Bye   

  川上 梨華 [2]  
16 アポロＴＣ 川上 梨華 [2]  順位 3-4

    
   
  


