
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 Ｕ１２男子シングルス、Ｕ１２女子シングルス ５月４日(木)

Ｕ１４男女ダブルス、U１２女子ダブルス ５月４日(木)

　予備日　５月５日、６日

Ｕ１４男子シングルス、Ｕ１４女子シングルス ５月５日(金)

Ｕ１２男子ダブルス ５月５日(金)

　予備日　５月６日

会場 鳥取市、ヤマタスポーツパークテニスコート

受付時間 ５月４日（木） 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。

練習コート ①８：００～８：１５　②８：１５～８：３０

練習コートはＮｏ．①コート～⑧コートを利用してください。

５月５日(金) 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。

練習コート ①８：００～８：１５　②８：１５～８：３０

練習コートはＮｏ．①コート～⑧コートを利用してください。

　　＊問い合わせ先　　　　０９０－３００３－９６７３　楠瀬正勝

5 種目 １２歳以下男女各シングルス　　１４歳以下男女各シングルス　

１２歳以下男女各ダブルス　　１４歳以下男女各ダブルス

6 競技方法 本戦、３位決定戦、ダブルスラウンドロビン、は８ゲームスプロセット。

フィードインコンソレーション、５位以降順位決定戦は1セットマッチ。

＊試合前の練習はサーブ４球ずつとストローク４球ほどで終えてください。

7 試合球 ダンロップ　ＡＯ

8 中国大会 第４１回中国ジュニアテニス選手権大会兼全日本ジュニアテニス選手権大会中国予選大会

７月１８日（火）～２４日（月）　　　広島：広域公園コート（ハードコート）

県代表枠　シングルス：男女とも　５名＋中国ジュニア委員会ＷＣ（７名）

　　　　　　　ダブルス：男女とも　２組＋中国ジュニア委員会ＷＣ（６組）

ＷＣについて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い合せ下さい。

令和５年度第４１回中国ジュニアテニス選手権大会

兼全日本ジュニアテニス選手権大会中国予選大会

鳥取県予選大会・実施要項（１２歳以下１４歳以下）





2023全日本ジュニア鳥取県予選　　　U12男子シングルス
　2023/5/4　ヤマタスポーツパークテニスコート　　　＊　８：２０受付締切

所属団体 Round 1 Qf Sf Final 勝者

  

1 スポｎｅｔなんぶ 大谷 煌 [1]  

  

2 サニーテニス 櫃田 健汰   

    

3 境港ジュニア 岩井 快斗 [5]   

    

4 遊ポートＴＣ 鶴石 湊   

    

5 ＳＴＥＶＥ 松原 綜佑 [3]   

    

6 境港ジュニア 潮 隼翔   

    

7 サニーテニス 髙倉 一   

    

8 アポロＴＣ 内藤 翔太   

    

9 ＳＴＥＶＥ 山根 迅翔   

    

10 サニーテニス 大谷 悠太   

    

11 スポｎｅｔなんぶ 口田 珠生   

    

12 境港ジュニア 伊藤 凛太郎 [4]   

    

13 スポｎｅｔなんぶ 渡邉 新   

    

14 遊ポートＴＣ 白石 慧 [6]   

    

15 サニーテニス 北村 幸生   

    

16 ＳＴＥＶＥ 山下 陽大 [2]  

  

 順位 3-4 

   

   

  



2023全日本ジュニア鳥取県予選　　　U12女子シングルス
　2023/5/4　ヤマタスポーツパークテニスコート　　　＊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 上原 心寧 [1]  

  上原 心寧 [1] 

2  Bye   

   12:00

3 アポロＴＣ 紙本 彩叶   

  11:00  

4 サニーテニス 藤山 柚葉   

    

5 遊ポートＴＣ 冨林 真悠花 [3]   

  冨林 真悠花 [3]  

6  Bye   

   12:00

7  Bye   

  足立 亜音  

8 サニーテニス 足立 亜音   

    

9 サニーテニス 平石 柚稀   

  平石 柚稀  

10  Bye   

   12:00

11  Bye   

  久城 梨央 [4]  

12 サニーテニス 久城 梨央 [4]   

    

13 遊ポートＴＣ 太田 夏帆 [5]   

  太田 夏帆 [5]  

14  Bye   

   12:00

15  Bye   

  赤井 愛椛 [2]  

16 サニーテニス 赤井 愛椛 [2]  

  

 順位 3-4 

   

   

  

 



2023全日本ジュニア鳥取県予選　　　U14男子シングルス
　2023/5/5　ヤマタスポーツパークテニスコート　　　＊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 ＳＴＥＶＥ 米本 叶芽 [1]  

  米本 叶芽 [1] 

2  Bye   

   9:30

3 サニーテニス 足立 晃志   

  8:20  

4 境港ジュニア 金山 玲夢   

    

5 境港ジュニア 足立 京之介 [4]   

  8:20  

6 サニーテニス 上原 悠翔   

    

7 境港ジュニア 中井 蒼真 [5]   

  8:20  

8 サニーテニス 田邊 和成   

    

9 境港ジュニア 河端 健太朗   

  8:20  

10 サニーテニス 久城 隼斗   

    

11 境港ジュニア 大豊 裕希   

  8:20  

12 ＳＴＥＶＥ 廣江 健生 [3]   

    

13 遊ポートＴＣ 井嶋 勇翔   

  8:20  

14 サニーテニス 上田 久温   

    

15 サニーテニス 小笠原 航太   

  8:20  

16 境港ジュニア 井上 忠信 [2]  

  

 順位 3-4 

   

   

  



2023全日本ジュニア鳥取県予選　　　U14女子シングルス
　2023/5/5　ヤマタスポーツパークテニスコート　　　＊ドローに記載の時間までに受付をしてください。

*リドローしました。23/4/274

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   

   11:00

3 境港ジュニア 大根 花菜   

  9:00  

4 スポｎｅｔなんぶ 内田 実佑   

    

5 境港ジュニア 土海 環 [3]   

  土海 環 [3]  

6  Bye   

   11:00

7  Bye   

  松嶋 理乃  

8 ＳＴＥＶＥ 松嶋 理乃   

    

9 サニーテニス 松江 優奈   

  松江 優奈  

10  Bye   

   11:00

11  Bye   

  森吉 彩瑛 [4]  

12 境港ジュニア 森吉 彩瑛 [4]   

    

13 サニーテニス 白石 風花   

  白石 風花  

14  Bye   

   11:00

15  Bye   

  川上 梨華 [2]  

16 アポロＴＣ 川上 梨華 [2]  

  

 順位 3-4 

   

   

  



2023全日本ジュニア鳥取県予選　U12女子ダブルス
　2023/5/4　ヤマタスポーツパークテニスコート 11:00受付締切
所属団体 Final 勝者

サニーテニス 上原 心寧
1 遊ポートＴＣ 冨林 真悠花  
サニーテニス 久城 梨央  

2 サニーテニス 赤井 愛椛  
  

 
2023全日本ジュニア鳥取県予選　U14男子ダブルス
　2023/5/4　ヤマタスポーツパークテニスコート 11:30受付締切
所属団体 Sf Final 勝者

境港ジュニア 中井 蒼真 [1] 
1 ＳＴＥＶＥ 廣江 健生  
サニーテニス 久城 隼斗  

2 サニーテニス 田邊 和成   
境港ジュニア 大豊 裕希   

3 境港ジュニア 金山 玲夢   
サニーテニス 小笠原 航太 [2]   

4 サニーテニス 足立 晃志 
 

* ３ペアとなった場合はラウンドロビン方式 順位 3-4 
（総当たり戦）に変更します。   
   
  

 
2023全日本ジュニア鳥取県予選　U14女子ダブルス
　2023/5/4　ヤマタスポーツパークテニスコート 14:00受付締切
所属団体 Sf Final 勝者

アポロＴＣ 川上 梨華 [1] 
1 サニーテニス 赤井 優月  
境港ジュニア 濱田 浬子  

2 境港ジュニア 角 綾音   
境港ジュニア 大根 花菜   

3 サニーテニス 松江 優奈   
境港ジュニア 土海 環 [2]   

4 境港ジュニア 森吉 彩瑛  
   

* ３ペアとなった場合はラウンドロビン方式 順位 3-4 
（総当たり戦）に変更します。   
   
  

 
2023全日本ジュニア鳥取県予選　U12男子ダブルス
　2023/5/5　ヤマタスポーツパークテニスコート 9:00受付締切
所属団体 Final 勝者
境港ジュニア 伊藤 凛太郎

1 サニーテニス 髙倉 一  
ＳＴＥＶＥ 山下 陽大  

2 ＳＴＥＶＥ 松原 綜佑  
  
 


