
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２０日（日）　予備日２７日（日）12月４日（日）

雨天でも指定時間までに受付をしてください。

４， 受 付 時 間 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。

受付をすませている選手は〆切時間の前に試合を行うことがあります。

練習コート ①８：３０～８：５０　②８：５０～９：０５

５， 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

注意してください。倉吉市営コートでは、ブト（ブヨ・ブユ）が発生します。虫除けスプレー

などの用意が必要となります。選手だけでなく引率の方も準備をお願いいたします。

６， 種 目 男女、各シングルス

　１２歳以下男女各シングルス　２０１１年１月１日以降出生

　１４歳以下男女各シングルス　２００９年１月１日以降出生

７， 競 技 方 法 トーナメント　　　８ゲームズプロセット

コンソレーション等の順位決定戦を行います。（１セットマッチ）

＊天候などの理由で変更になることがあります。

８， 使 用 球 ダンロップ　ＡＯ

９， 中 国 大 会 ２０２３年３月１１日（土）１２日（日）　岡山県備前市

県枠　男女各５名＋中国テニス協会ワイルドカード７名

１０， 中国ジュニア、 各種目、上位５名は１月２８日（土）２９日（日）に行われる「中国ジュニアウ

ウインター大会 インター大会14歳以下の部、12歳以下の部」へ推薦されます。

１１， 警報、荒天時の問い合わせ、緊急連絡先 ０９０－３００３－９６７３　楠瀬正勝

令和４年度

２０２３　全国選抜ジュニアテニス選手権兼ワールド・ジュニアテニス選考会

鳥取県予選大会　連絡事項



2023DUNLOPジュニア鳥取県予選 2022/11/20 倉吉市営テニスコート
U12男子シングルス　結果

所属団体 Round 1 Qf Sf Final 勝者 
  

1 スポｎｅｔなんぶ 大谷 煌 [1]  
  大谷 煌 [1] 

2  Bye   
   大谷 煌 [1] 

3 サニーテニス 北村 幸生  8-1  

  本池 健人  

4 境港ジュニア 本池 健人 9-8(6)   
   大谷 煌 [1] 

5 ＳＴＥＶＥ 山下 陽大 [4]  8-1  

  山下 陽大 [4]  

6 サニーテニス 畠中 智也 w.o.  
   松原 綜佑 [5] 

7 ＳＴＥＶＥ 松原 綜佑 [5]  8-2  

  松原 綜佑 [5]  

8 スポｎｅｔなんぶ 渡邉 新 8-0   
   大谷 煌 [1] 

9 サニーテニス 髙倉 一  8-1  

  髙倉 一  

10 スポｎｅｔなんぶ 口田 珠生 8-2   
   伊藤 凛太郎 [3] 

11  Bye  8-1  

  伊藤 凛太郎 [3]  

12 サニーテニス 伊藤 凛太郎 [3]   
   尾田 宗介 [2] 

13 サニーテニス 岩井 快斗  8-4  

    

14 遊ポートＴＣ 白石 慧 Not Played  
   尾田 宗介 [2] 

15  Bye   

  尾田 宗介 [2]  

16 スポｎｅｔなんぶ 尾田 宗介 [2]  

   
 順位 3-4 松原 綜佑 [5]  
  松原 綜佑 [5] 

 伊藤 凛太郎 [3] 8-1  

  



U12男子コンソレ　結果

Round 1 Qf Sf Final 勝者

 

1 Bye 

Loser  1-2  

北村 幸生 

   

2 北村 幸生  北村 幸生 

Loser  3-4   

Bye  

 Loser  13-16  

3 Bye 北村 幸生 

Loser  5-6  6-3  

渡邉 新  

   

4 渡邉 新  髙倉 一 

Loser  7-8  7-5  

髙倉 一  

 Loser  9-12  
5 口田 珠生 山下 陽大 [4] 

Loser  9-10  6-0  

口田 珠生  

   
6 Bye  山下 陽大 [4] 
Loser  11-12  6-1  

山下 陽大 [4]  

 Loser  5-8  
7  山下 陽大 [4] 

Loser  13-14  6-1  

  

 Not Played  

8 Bye  本池 健人 

Loser  15-16   

本池 健人  

Loser  1-4  

順位 3-4 髙倉 一  

 髙倉 一 

本池 健人 w.o. 

 



2023DUNLOPジュニア鳥取県予選 2022/11/20 倉吉市営テニスコート

U12女子シングルス　結果

5位決定戦 所属団体 Qf Sf Final 勝者

  

 1 サニーテニス 上原 心寧 [1]  

Bye   上原 心寧 [1] 

 2  Bye   

平石 柚稀   上原 心寧 [1] 

  3 サニーテニス 平石 柚稀  
8-0  

平石 柚稀   冨林 真悠花 [3] 

 4 遊ポートＴＣ 冨林 真悠花 [3] 
8-1  

 

太田 夏帆   上原 心寧 [1] 

7-5  
 5 サニーテニス 久城 梨央 [4]  

8-0  

太田 夏帆   久城 梨央 [4] 

 6 遊ポートＴＣ 太田 夏帆 
8-4  

 

太田 夏帆   久城 梨央 [4] 
6-0  

 7 アポロＴＣ 紙本 彩叶  
8-6  

紙本 彩叶   赤井 愛椛 [2] 

8 サニーテニス 赤井 愛椛 [2] 
8-3  

    

順位　3-4

  冨林 真悠花 [3] 

   

  冨林 真悠花 [3] 

   
8-4  

  赤井 愛椛 [2] 

  



2023DUNLOPジュニア鳥取県予選 2022/11/20 倉吉市営テニスコート
U14男子シングルス　結果

所属団体 Round 1 Qf Sf Final 勝者 
  

1 ＳＴＥＶＥ 金藤 宏樹 [1]  
  金藤 宏樹 [1] 

2  Bye   
   金藤 宏樹 [1] 

3 サニーテニス 足立 晃志  8-0  

  足立 晃志  

4  Bye   
   金藤 宏樹 [1] 

5 ＳＴＥＶＥ 廣江 健生 [4]  8-1  

  廣江 健生 [4]  

6 境港ジュニア 河端 健太朗 8-0   
   廣江 健生 [4] 

7 遊ポートＴＣ 井嶋 勇翔  8-0  

  井嶋 勇翔  

8 サニーテニス 上原 悠翔 w.o.  
   米本 叶芽 [2] 

9 遊ポートＴＣ 松本 晄  9-7  

  田邊 和成  

10 サニーテニス 田邊 和成 8-1   
   足立 京之介 [6] 

11 サニーテニス 久城 隼斗  8-3  

  足立 京之介 [6]  

12 境港ジュニア 足立 京之介 [6] 8-2   
   米本 叶芽 [2] 

13 境港ジュニア 井上 忠信 [5]  8-2  

  井上 忠信 [5]  

14 サニーテニス 小笠原 航太 8-1   
   米本 叶芽 [2] 

15  Bye  8-3  

  米本 叶芽 [2]  

16 ＳＴＥＶＥ 米本 叶芽 [2]  

   
 順位 3-4 廣江 健生 [4]  
  廣江 健生 [4] 

 足立 京之介 [6] 8-6  

  



U14男子コンソレ　結果

Round 1 Qf Sf Final 勝者

 

1 Bye 

Loser  1-2  

Bye 

   
2 Bye  井上 忠信 [5] 
Loser  3-4   

井上 忠信 [5]  

 Loser  13-16  
3 河端 健太朗 井上 忠信 [5] 

Loser  5-6  6-0  

河端 健太朗  

   

4 Bye  田邊 和成 

Loser  7-8  6-0  

田邊 和成  

 Loser  9-12  
5 松本 晄 井上 忠信 [5] 

Loser  9-10  6-0  

久城 隼斗  

 6-2   

6 久城 隼斗  久城 隼斗 

Loser  11-12  6-1  

井嶋 勇翔  

 Loser  5-8  

7 小笠原 航太 足立 晃志 

Loser  13-14  7-5  

小笠原 航太  

   

8 Bye  足立 晃志 

Loser  15-16  7-6(5)  

足立 晃志  

Loser  1-4  

順位 3-4 田邊 和成  

 田邊 和成 

久城 隼斗 6-3  

 



2023DUNLOPジュニア鳥取県予選 2022/11/20 倉吉市営テニスコート

U14女子シングルス　結果

5位決定戦 所属団体 Qf Sf Final 勝者

  

 1 境港ジュニア 土海 環 [1]  

白石 風花   土海 環 [1] 

 2 サニーテニス 白石 風花 
8-0  

 

白石 風花   土海 環 [1] 
6-4  

 3 スポｎｅｔなんぶ 内田 実佑  
8-4  

内田 実佑   川上 梨華 [3] 

 4 アポロＴＣ 川上 梨華 [3] 
8-2  

 

松江 優奈   土海 環 [1] 
6-2  

 5 境港ジュニア 森吉 彩瑛 [4]  
8-6  

松江 優奈   森吉 彩瑛 [4] 

 6 サニーテニス 松江 優奈 
8-3  

 

松江 優奈   森吉 彩瑛 [4] 
6-4  

 7 境港ジュニア 大根 花菜  
8-4  

大根 花菜   赤井 優月 [2] 

8 米子北斗中学 赤井 優月 [2] 
8-2  

順位 7-8   順位 3-4 

内田 実佑   川上 梨華 [3] 

大根 花菜 川上 梨華 [3] 
6-3  

大根 花菜 赤井 優月 [2] 
8-3  


