
第５回　全国選抜中学校テニス大会　山口県予選 ２０１６．１１．５下関市営テニス場
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附属山口 下関中等 黒石 勝敗 勝率 順位

1 附属山口 (山口市) 3 2

2 下関中等 (下関市) 1

3 黒石 (宇部市)
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S

D1
鴻南 山の田 西岐波 勝敗 勝率 順位

4 鴻南 (山口市) 3 2

5 山の田 (下関市) 1

6 西岐波 (宇部市)
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学校名 学校名 学校名

D2 D2 D2

S S S
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※１位対戦の敗者と２位対戦の勝者が対戦していなければ、２位決定戦を行う。

２位決定戦　（　　　　）対（　　　　）　D2（　　－　　）　S1（　　－　　）　D1（　　－　　） ★主将

ＮＯ 団体名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７ 選手８

1 附属山口 中村由香里 ★木本 達也 柴丸 直人 安村　悠希 川本乾三セイン 江角　賢人 山根　航介 佐久間絢大 金川悠一朗
2 下関中等 野村　博久 ★浦　茉春 岡　佳宏 泉　龍之介 牛丸　福泰 木村　優太 下橋　健大 小林　聡馬
3 黒石 中村　勝敏 ★江田　康輝 伊藤 友樹 佐々木　隆翔 土井 悠司 新谷 元規 元井　悠斗 村田　仁章 縄田　涼馬
4 鴻南 吉岡　明美 田邊　虎之介 ★和田　数馬 銭谷　武志 佐藤　健 藤井　亮太 武田　礼温
5 山の田 林　洋平 角　恒太朗 武内　祐人 谷　和樹 ★藤井　厚至 山田　隆貴 中村　剛 今井　南瑠 小林　光
6 西岐波 工藤興太郎 ★加藤　光貴 壱岐　朋矢 河野　冬弥 牛越　遼大 中尾　佑也 谷村雄太郎 林　大心 三﨑　颯太
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D1
川上 下関中等 西岐波 勝敗 勝率 順位

1 川上 (宇部市) 3 2

2 下関中等 (下関市) 1

3 西岐波 (宇部市)
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D1
山の田 鴻南 黒石 勝敗 勝率 順位

4 山の田 (下関市) 3 2

5 鴻南 (山口市) 1

6 黒石 (宇部市)

A１位 B１位 A2位 B2位 A3位 B3位

学校名 学校名 学校名

D2 D2 D2

S S S

D1 D1 D1

※１位対戦の敗者と２位対戦の勝者が対戦していなければ、２位決定戦を行う。

２位決定戦　（　　　　）対（　　　　）　D2（　　－　　）　S1（　　－　　）　D1（　　－　　） ★主将

ＮＯ 団体名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７ 選手８

1 川上 宇都宮　直樹 柏村　聖菜 ★和田明里沙 恩塚　遥菜 上野　鈴葉 金藤　圭暖 中村　莉子 岡﨑　夕記 横山　葵
2 下関中等 久保田　愛 國沖あさひ ★岡村梨々花 室田　真夢 石飛　百合 河﨑　結丹 大﨑つぐみ
3 西岐波 玉村  恵理子 ★山根　菜央 津村　怜香 善家　愛 森富　悠佳 丸山　友華 夏原　穂華 宮田結衣実 村田　咲夢
4 山の田 林　洋平 ★石田　楓 緒方　愛璃 寺田　百花 橋本　綾乃 熊井　琳 加戸　美玖 岩村　寧々
5 鴻南 吉岡　明美 今野　杏美 藤山　莉甫 緒方　愛 有馬　愛里菜 ★福岡　彩 重廣　美晴 梅田　茉里
6 黒石 中村 勝敏 ★土井　彩寧 山根奈々花 大亀 倖奈 宗内 結菜 磯部　衣吹 森脇 萌 黒田愛佳 中島　萌

女子結果
女子団体A

女子団体B

男子結果
男子団体A

男子団体B



予選コート配置 12 11 10 9

通路

１セットマッチ６－６タイブレーク 8 7 6 5 通路 4 3 2 1

進行予定
コート番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

８：００－８：３０ 附属山口 山の田男子 西岐波男子 鴻南男子 下関中等男子 黒石男子 鴻南女子 山の田女子 川上 下関中等女子 西岐波女子 黒石女子

９：００－１０：３０ 男子予A-1

１０：３０－１２：００ 男子予A-2

１２：００－１３：３０ 男子予A-3

１３：３０－１５：００ 男子２位対決

１５：００－１６：３０ 男子２位決定戦

※時間内：練習試合

◎８：００　受　付　　 　８：１５ 監督会議 　８：３５　開会式 ９：００　試合開始

　８：００～８：３０　コート練習（男女別各校１面）

男子2位対決

女子2位決定戦

女子予A-1

女子予A-2

女子予A-3

女子１位対決

男子３位対決男子2位決定戦

男子1位対決

男子予A-2

男子予A-3

第５回　全国選抜中学校テニス大会山口県予選

諸連絡

男子予A-1 女子予B-１

管理棟

女子予B-２

女子予B-３

女子2位対決

女子3位対決

男子予B-1

男子予B-2

男子予B-3



会  　　　場 下関市営テニス場

参 　加　 数 男女各校１チーム

競 技 方 法 １．男女とも、１シングルス・２ダブルスの団体戦で行う。

２．試合は、ダブルス２→シングルス→ダブルス１の順で行う。

３．チーム編成は、１チーム８名（最低５名必要）とする。

４．試合はすべて１セットマッチ６－６タイブレークとする。

５．審判はセルフジャッジとする。

６．その他、全国中学生テニス選手権大会に準ずる。

　　（服装は、襟付きテニスウエア、等）
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