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Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権山口県予選
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日時

ディレクター

レフェリー

進行

１．試合方法

※

※

※

※

４．試合はセルフジャッジです。サーバーはポイントやゲームのコールを相手に聞こえるように
　　大きな声でして下さい。

６．試合終了後、勝者は速やかにボールと進行板に貼ってある自分のカードを本部に届けて下さい。

11．練習コートは各選手交代で練習して下さい。（ 8:20～8:35 / 8:35～8:50 / 8:50～9:05 )
　　 各コートのシングルスティック、スコアボードを倉庫から出して練習を始めて下さい。

12．ごみは必ず各自で持ち帰ること。

島根県（松江：２８日は出雲）
県枠 シングルス　５＋α ダブルス　２＋α

２）　好プレーに対しては、相手選手を問わず拍手をお願いします。
３）　逆に、いずれのプレイヤーのエラーに対する拍手はご遠慮下さい。

Ｕ１５全国選抜中国大会 平成３０年８月２５～２８日

８．雨天などにより試合の有無が不明な場合でも、定刻には会場に集合して下さい。

９．コートの外からアドバイスやジャッジに関する抗議等を一切禁止します。
　　選手はジュニアらしい態度で試合に臨むこと。

10．体調の悪い場合は無理して試合をせずに勇気を持って棄権して下さい。

観客のみなさんへ・・・お願い

１）　ラインジャッジ等の判定に関して、口出しすることをお控え下さい。

初戦敗者同士のコンソレーション（１回限り）を行います。

天候、その他の事情により、試合方法を変更することがあります。

２．試合前の練習はサービス４本とします。

３．遅刻に対するペナルティーなど、その他のルールはＪＴＡルールを採用します。

５．選手は進行板に注意して、前の試合が終わったら直ちにコートに入って試合をして下さい。

７．開会式は行いません。受付は各選手が届けてください。

U１５：フィードインコンソレーション
６ゲーム先取（ノーアド）

U９男子,１１,１３：コンソレーション（初戦敗者のみ：１回限り）

U１５は５～８位をフィードインコンソレーションできめます。

Ｕ９女子はリーグ戦のためコンソレーションはありません。

U９男子,１１,１３はフィードインコンソレーション及び５～８位決定戦は行いません。

山口県ジュニア委員

諸注意・連絡事項

本戦
U１５　男女シングルス本戦，　５～８位決定戦 ８ゲームズプロセット

U９,１１,１３　男女シングルス本戦，３位決定戦 １タイブレークセットマッチ

前日発表

（※) Ｕ９の試合はグリーンボールを使用します。

★　受付は試合開始予定の３０分前までに行ってください。　★

大会役員

川武　郷

村川　洋

※コートは８時開場のため、 ８時前に来場しないよう注意してください※

11:00

Ｕ１１男子シングルス 12:00

7月1日（日）

U９男女シングルス(※)

キリンビバレッジ
周南庭球場

9:15Ｕ１１女子シングルス

Ｕ１３女子シングルス

前日の残り試合

大会日程

種目  試合会場 試合開始

6月30日（土）

Ｕ１５男子シングルス

キリンビバレッジ
周南庭球場

9:15
Ｕ１５女子シングルス

Ｕ１３男子シングルス



男子シングルス（１） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権山口県予選

1

7 山口テニスアカデミー 田村 誠 

3 カトウテニスクラブ 伊藤 圭史 

4

西京高校 

9 ミズノＴＳ岩国 山﨑 誠 [9] 

8 カトウテニスクラブ 門野 慎一郎 [14] 

10  Bye 

11 カトウテニスクラブ 小松 瞭太 

ふくいテニスクラブ 高野 祥太朗 

16 大和オレンジボールＴＣ 平野 磨沙斗 [8] 

17 山口テニスアカデミー 柴田 昂樹 [3] 

24 いのうえＴＧ 市原 紀辰 [16] 

25 カトウテニスクラブ 

21

23 北浦ＴＳＳ スビャトスラフ イサエフ 

いのうえＴＧ 

門田 陵佑 

31  Bye 決勝

30 ミズノＴＳ 

寺西 拓巳 [1] 

2  Bye 

ツルガハマテニスクラブ 弘 空青 

5 トゥネテニスクラブ 河村 聖也 

6 ふくいテニスクラブ 古山 大道 

いのうえＴＧ 内田 壮 

13 ツルガハマテニスクラブ 谷口 慶太郎 

15  Bye 

12

14

18  Bye 

福本 祥之 

19 トゥネテニスクラブ 伊藤 大晃 

22 大和オレンジボールＴＣ 神田 蓮 

20 ふくいテニスクラブ 森宗 孝太郎 

松村 和樹 

門野 純之介 [10] 

26  Bye 

27 山口サングリーンＴＣ 本弘 琉 

32 アルファＴＣ 安村 悠希 [7] 

28 トゥネテニスクラブ 杉原 聖 

29 ツルガハマテニスクラブ 



男子シングルス（２） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権山口県予選

33 カトウテニスクラブ 由良 隆之佑 [5] 

34  Bye 

35 いのうえＴＧ 原田 悠希 

36 トゥネテニスクラブ 安田 凜太郎 

37 レノファ山口 市村 知義 

38 北浦ＴＳＳ 荒田 尚哉 

39  Bye 

40 山口テニスアカデミー 近藤 曜司 [12] 

41 大和オレンジボールＴＣ 垣内 勇星 [15] 

42 レノファ山口 沖汐 樹 

43 ミズノＴＳ 立石 真慶 

44 アルファＴＣ 千々松 晏生 

45 カトウテニスクラブ 田中 蒼士 

46 ツルガハマテニスクラブ 穐山 湧生 

47  Bye 

48 岩国ジュニアＴＣ 岡田 唯楓 [4] 

49 ウイナーズＴ．Ｃ 今井 汰育 [6] 

50  Bye 

51 レノファ山口 上田 遼介 

52 カトウテニスクラブ 高橋 翔大 

53 ふくいテニスクラブ 田口 佑哉 

54 ミズノＴＳ岩国 松本 佳樹 

55  Bye 

56 カトウテニスクラブ 谷口 桜介 [11] 

57 山口テニスアカデミー 岩本 風音 [13] 

58  Bye 

59 いのうえＴＧ 吉武 遼哉 

60 カトウテニスクラブ 平田 大貴 

61 ツルガハマテニスクラブ 尾﨑 光琳 

62 アルファＴＣ 實政 遥 

63  Bye ３位決定戦

64 大和オレンジボールＴＣ 上田 吏恩 [2] 



女子シングルス キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

大石 百花 

3 ふくいテニスクラブ 緒方 愛璃 

Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権山口県予選

1

5 ウイナーズＴ．Ｃ 松井 佑美里 

アルファＴＣ 

海野 彩羽 

6

4 レノファ山口 櫛﨑 可奈子 

10 いのうえＴＧ 野村 樹来 

7 トゥネテニスクラブ 

境井 日菜 

11

9 トゥネテニスクラブ 藤永 萌花 [3] 

15 トゥネテニスクラブ 吉村 春風 

13 ミズノＴＳ岩国 

23

16

14 野田学園高校 柴田 愛月 

20 ミズノＴＳ 弘中 日菜 

19 野田学園高校 

21 山口サングリーンＴＣ 福永 恭子 

22 レノファ山口 藤山 莉甫 

27

28 トゥネテニスクラブ 

25 山口テニスアカデミー 田中 伶奈 [6] 

三浦 珂菩 

2  Bye 

ミズノＴＳ 神田 弥優 

吉本 菜月 [1] 

8 山口サングリーンＴＣ 林 優希乃 [5] 

レノファ山口 久徳 春奈 

12 西岐波中学校 本廣 美咲 

山口サングリーンＴＣ 今野 杏美 [7] 

17 トゥネテニスクラブ 藤田 朱音 [8] 

18 ミズノＴＳ岩国 平原 麻琴 

黒石中学校 中村 りほ 

24 山口テニスアカデミー 寺尾 美月 [4] 

岩国ジュニアＴＣ 森脇 愛 

26 黒石中学校 折田 有彩 

トゥネテニスクラブ 大木 萌百果 ３位決定戦

32 ミズノＴＳ岩国 

31

豊田 ゆき乃 [2] 

29 アルファＴＣ 内田 萌恵 

30 山口オーサンスＴＣ 伊藤 愛珠 



Ｕ９男子シングルス キリンビバレッジ周南庭球場
2018.7/1

高沖 柊守 

３位決定戦15

9 カトウテニスクラブ 佐々木 埜羽 

10

14

3 カトウテニスクラブ 佐々木 柚多 

4 周南ジュニアＴＳ 

13 ふくいテニスクラブ 前田 洋 

5 ふくいテニスクラブ 

サマーサーキットＲ２

1 いのうえＴＧ 山本 直生 [1] 

2  Bye 

畚野 太佑 [4] 

6 ツルガハマテニスクラブ 新田 蓮 

7 トゥネテニスクラブ 木本 春馬 

8 山口サングリーンＴＣ 末次 悠真 

いのうえＴＧ 松永 新平 

11 周南ジュニアＴＳ 岡弘 英悟 

12 山口サングリーンＴＣ 黒坂 悠吾 [3] 

山口サングリーンＴＣ 二井 景彪 

16 ツルガハマテニスクラブ 梶村 幸永 [2] 

レノファ山口 奥田 直人 



Ｕ９女子シングルス キリンビバレッジ周南庭球場
2018.7/1

所属団体 飯田 重永 窪田 古澤 上野 国弘 勝敗 順位

1 ふくいテニスクラブ  飯田 茜  - - - - -

2 アルファＴＣ  重永 莉子  - - - - -

3 周南ジュニアＴＳ  窪田 知佳
- - - - -

4 ふくいテニスクラブ  上野 杏樹  - - - - -

5 いのうえＴＧ  古澤 未來  - - - - -

6 ツルガハマテニスクラブ  国弘 楓 - - - - -

試合順序 ①１－６　②２－５　③３－４　④１－５　⑤２－４　⑥３－６　⑦１－４　⑧２－３　⑨５－６
⑩１－３　⑪２－６　⑫４－５　⑬１－２　⑭３－５　⑮４－６

サマーサーキットＲ２



Ｕ１１男子シングルス（１） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

サマーサーキットＲ２

1

5 岩国ジュニアＴＣ 松村 蓮 

アルファＴＣ 大方 康平 [1] 

2  

Bye 

7  Bye 

3 周南ジュニアＴＳ 森田 蒼 

レノファ山口 正木 光 [11] 

10

18  Bye 

13 周南ジュニアＴＳ 西村 潤一 

16 ふくいテニスクラブ 川崎 康太 [8] 

17

 

14 トゥネテニスクラブ 岩本 将矢 

15

22 いのうえＴＧ 丸山 叶人 

 Bye 

19 山口サングリーンＴＣ 

30 トゥネテニスクラブ 藤本 笙 

20 カトウテニスクラブ 藤田 大輝 

21

岡村 真志 

29 アルファＴＣ 吉冨 琥之祐 

23

24 ふくいテニスクラブ 畚野 太志 [14] 

25 大和オレンジボールＴＣ 中島 大悟 [10] 

Bye 

カトウテニスクラブ 大下 空良 6

4 いのうえＴＧ 西冨 太賀 

8 山口テニスアカデミー 達川 侑徳 [15] 

ウイナーズＴ．Ｃ 出垣 遼 

12 いのうえＴＧ 森富 遼太 

11

9

山口テニスアカデミー 長谷川 和真 [4] 

ミズノＴＳ 深井 悠真 

 Bye 

カトウテニスクラブ 熊谷 壮太 

28 ツルガハマテニスクラブ 前田 龍一朗 

26  Bye 

27

Bye 決勝

32 ツルガハマテニスクラブ 橋本 詠哉 [7] 

31  



Ｕ１１男子シングルス（２） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

サマーサーキットＲ２

33 山口テニスアカデミー 石田 誠志郎 [5] 

34  Bye 

35 カトウテニスクラブ 田中 暁 

36 周南ジュニアＴＳ 山門 響 

37 ツルガハマテニスクラブ 藤本 悠太 

38 いのうえＴＧ 村田 悠也 

39  Bye 

40 ふくいテニスクラブ 飯田 要 [9] 

41 トゥネテニスクラブ 木花 蒼空 [13] 

42  Bye 

43 ミズノＴＳ岩国 坪倉 武光 

44 いのうえＴＧ 古賀 紹護 

45 アルファＴＣ 高丸 寛仁 

46 ウイナーズＴ．Ｃ 岡田 驍 

47  Bye 

48 ツルガハマテニスクラブ 弘 風音 [3] 

49 大和オレンジボールＴＣ 阿部 匠太朗 [6] 

50  Bye 

51 岩国ジュニアＴＣ 田邉 英琉 

52 いのうえＴＧ 原田 智世 

53 ウイナーズＴ．Ｃ 藤重 現大 

54 山口テニスアカデミー 弥益 圭佑 

55  Bye 

56 レノファ山口 久保田 悠斗 [12] 

57 いのうえＴＧ 山崎 敬史 [16] 

58 周南ジュニアＴＳ 宮本 侑 

59 ツルガハマテニスクラブ 三吉 真叶 

60 いのうえＴＧ 河口 建太 

61 大和オレンジボールＴＣ 池永 卓斗 

62 アルファＴＣ 石光 凌弥 

63  Bye ３位決定戦

64 カトウテニスクラブ 田中 蓮斗 [2] 



Ｕ１１女子シングルス キリンビバレッジ周南庭球場
2018.7/1

サマーサーキットＲ２

1

7  Bye 

3 トゥネテニスクラブ 伊藤 凜香 

4 北浦ＴＳＳ 

9 ツルガハマテニスクラブ 小林 奈月 [3] 

8 レノファ山口 緒方 菜々恵 

14  Bye 

11

10  Bye 

 Bye 

12

16

15  Bye 

周南ジュニアＴＳ 

17 アルファＴＣ 

レノファ山口 長岡 愛 

20 トゥネテニスクラブ 今地 日向 

19  Bye 

Bye 

23  Bye 

ミズノＴＳ 

泉 香蓮 

24

30  Bye 

31

29 レノファ山口 岩尾 こよみ 

３位決定戦

32

山口テニスアカデミー 向山 瑞生 [1] 

2  Bye 

アナスタシア イサエワ  

5 ミズノＴＳ 前田 ゆめ 

6  Bye 

 Bye 

カトウテニスクラブ 田中 渚彩 

13 トゥネテニスクラブ 藤田 杏琉 

谷本 葵 

 

桐山 夕季 

18  Bye 

塩田 朱梨 [4] 

25 カトウテニスクラブ 

22  Bye 

21

ツルガハマテニスクラブ 梶村 明花 [2] 

26  Bye 

28 大和オレンジボールＴＣ 西林 優菜 

27



Ｕ１３男子シングルス（１） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

サマーサーキットＲ２

1

7 ミズノＴＳ岩国 土屋 諒馬 

3 ミズノＴＳ 山城 優真 

4 カトウテニスクラブ 

24 岩国ジュニアＴＣ 田邉 絢大 [15] 

23 ミズノＴＳ 中村 和司 

山田 壮汰 [12] 

成本 壮一郎 26 ウイナーズＴ．Ｃ 

27 アルファＴＣ 

25 カトウテニスクラブ 

福井 聖人 

SUN FOREST TC 田村 真悟 [1] 

2  Bye 

西尾 宏斗 

5 ウイナーズＴ．Ｃ 藤重 颯大 

6 アルファＴＣ 大方 陵平 

8 レノファ山口 正木 勇気 [16] 

9 カトウテニスクラブ 長瀬 駿 [10] 

10 Bye 

11 ふくいテニスクラブ 倉橋 昊大朗 

松村 嘉大 

13 ツルガハマテニスクラブ 西脇 瑛慈 

14 レノファ山口 財部 球道 

12 レノファ山口 

15  Bye 

16 山口オーサンスＴＣ 石田 柊佑 [7] 

カトウテニスクラブ 泉 界瑛 [4] 

18  Bye 

19 レノファ山口 友貞 喜惠 

17

金子 颯汰 

21 カトウテニスクラブ 堤 悠斗 

22 レノファ山口 岩尾 大成 

20 萩市テニス協会 

ふくいテニスクラブ 坂本 成那 

29 レノファ山口 奥田 将人 

30 ミズノＴＳ 塩田 龍之亮 

28

31  Bye 決勝

32 山口オーサンスＴＣ 宇野 碧致 [8] 



Ｕ１３男子シングルス（２） キリンビバレッジ周南庭球場
2018.6/30,7/1

サマーサーキットＲ２

33 カトウテニスクラブ 大下 然 [6] 

34  Bye 

35 山口テニスアカデミー 北野 日向 

36 ツルガハマテニスクラブ 森永 陽大 

37 ミズノＴＳ岩国 中村 新 

38 ふくいテニスクラブ 有村 明紀 

39 フジイテニスアカデミー 三谷 勇貴 

40 レノファ山口 久保田 海斗 [11] 

41 カトウテニスクラブ 田中 康太 [14] 

42 いのうえＴＧ 村田 翔吾 

43 トゥネテニスクラブ 木花 海里 

44 レノファ山口 石口 大智 

45 ふくいテニスクラブ 濱崎 湘太 

46 山口オーサンスＴＣ 高橋 海斗 

47  Bye 

48 山口テニスアカデミー 達川 丈徳 [3] 

49 カトウテニスクラブ 福井 海翔 [5] 

50  Bye 

51 ツルガハマテニスクラブ 村田 真惺 

52 レノファ山口 歌房 拓斗 

53 カトウテニスクラブ 安成 束紗 

54 アルファＴＣ 内田 宗記 

55  Bye 

56 ミズノＴＳ 高山 流空 [9] 

57 アルファＴＣ 福光 研太 [13] 

58 周南ジュニアＴＳ 沖本 和成 

59 カトウテニスクラブ 中野 隼佑 

60 レノファ山口 松永 知之 

61 周南ジュニアＴＳ 木下 陽槻 

62 レノファ山口 山田 晃弘 

63  Bye ３位決定戦

64 山口オーサンスＴＣ 石田 槇 [2] 
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8 ツルガハマテニスクラブ 三吉 花佳 [6] 

7  Bye 

10  Bye 

11

9 ミズノＴＳ 高橋 宝良 [3] 

トゥネテニスクラブ 渡辺 日和 

15  Bye 

レノファ山口 

14 山口サングリーンＴＣ 黒坂 凛華 

渡辺 真優 [5] 16

20 大和オレンジボールＴＣ 西林 春菜 

トゥネテニスクラブ 

19 アルファＴＣ 内田 結心 

三浦 茜音 21

25 ミズノＴＳ岩国 宇本 まなみ [7] 

24 カトウテニスクラブ 小竹 彩英 [4] 

30 ツルガハマテニスクラブ 市子原 莉緒 

31  

26  Bye 

27 ツルガハマテニスクラブ 

サマーサーキットＲ２

1 アルファＴＣ 大河原 絆愛 [1] 

2  Bye 

3 ミズノＴＳ 高見 莉沙 

4 ミズノＴＳ岩国 畠中 花梨 

5 トゥネテニスクラブ 岩田 絵美里 

6 山口テニスアカデミー 河野 今日子 

12 ミズノＴＳ岩国 坪倉 七海 

13 カトウテニスクラブ 平田 佳子 

17 山口サングリーンＴＣ 片桐 葵 [8] 

18 ツルガハマテニスクラブ 山本 杏樹 

22 山口サングリーンＴＣ 道中 咲乃 

23  Bye 

弘 咲花 

28 山口サングリーンＴＣ 瀬戸 香美乃 

29 ミズノＴＳ 赤松 莉央 

Bye ３位決定戦

32 山口サングリーンＴＣ 田島 梨帆 [2] 
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