
男子ダブルス（１） 維新百年記念公園テニス場

2021.7/3

アルファＴＣ 弘 風音 [1]

1 アルファＴＣ 大方 康平

2 Bye 弘 風音 [1]

ジョイスポーツＴＣ 永田 空輝 大方 康平

3 ジョイスポーツＴＣ 藤本 笙 永田 空輝
6-0 

山口テニスアカデミー 末次 倖 藤本 笙

4 山口テニスアカデミー 秋本 赳晴 6-1 
田中 蓮斗 [6]

カトウテニスクラブ 仲道 大河 阿部 匠太朗

5 カトウテニスクラブ 伊藤 央詞 橋本 詠哉
6-4 

ツルガハマテニスクラブ 橋本 詠哉 山本 直生

6 いのうえＴＧ 山本 直生 6-1 
田中 蓮斗 [6]
阿部 匠太朗

7 Bye 6-2 

カトウテニスクラブ 田中 蓮斗 [6]

8 大和オレンジボールＴＣ 阿部 匠太朗 村田 真惺 [3]

ツルガハマテニスクラブ 村田 真惺 [3] 森永 陽大

9 ツルガハマテニスクラブ 森永 陽大 6-0 

10 Bye 村田 真惺 [3]

ふくいテニスクラブ 畚野 太志 森永 陽大

11 ふくいテニスクラブ 川崎 康太 畚野 太志
6-3 

Ｔｅｎ．ＴＴ 菊川 航希 川崎 康太

12 Ｔｅｎ．ＴＴ 竹本 有佑 w.o.
村田 真惺 [3]

山口テニスアカデミー 弥益 圭佑 森永 陽大

13 ふくいテニスクラブ 畚野 太佑 松永 新平
6-2 

いのうえＴＧ 松永 新平 中島 大悟

14 いのうえＴＧ 中島 大悟 6-0 
歌房 拓斗 [5]
松永 知之

15 Bye 6-4 

レノファ山口 歌房 拓斗 [5]

16 レノファ山口 松永 知之 村田 真惺 [3]
森永 陽大

村田 真惺 [3]

宇野 碧致 [4]
森永 陽大

飯田 要 6-3 

Ｕ１５全国選抜ジュニアテニス選手権　山口県予選

決勝



男子ダブルス（２） 維新百年記念公園テニス場

2021.7/3

カトウテニスクラブ 熊谷 壮太 [8]

17 カトウテニスクラブ 大下 空良 熊谷 壮太 [8]

山口テニスアカデミー 河口 建太 大下 空良

18 山口テニスアカデミー 坂口 天健 6-1 
熊谷 壮太 [8]

大和オレンジボールＴＣ 藤本 健太 大下 空良

19 大和オレンジボールＴＣ 石田 宗一郎 藤本 健太
6-4 

オレンジハウス 小西 悠晴 石田 宗一郎

20 ジョイスポーツＴＣ 永田 大翼 6-0 
宇野 碧致 [4]

カトウテニスクラブ 兼原 海来 飯田 要

21 カトウテニスクラブ 藤井 拓真 宇本 雄太
6-3 

ミズノＴＳ岩国 宇本 雄太 宇本 僚太

22 ミズノＴＳ岩国 宇本 僚太 6-2 
宇野 碧致 [4]
飯田 要

23 Bye 6-4 

山口オーサンスＴＣ 宇野 碧致 [4]

24 ふくいテニスクラブ 飯田 要 宇野 碧致 [4]

山口テニスアカデミー 達川 侑徳 [7] 飯田 要

25 山口テニスアカデミー 石田 誠志郎 達川 侑徳 [7] 7-5 

カトウテニスクラブ 藤田 大輝 石田 誠志郎

26 カトウテニスクラブ 三島 佑一朗 6-1 
達川 侑徳 [7]

ウイナーズＴ．Ｃ 岡田 驍 石田 誠志郎

27 ミズノＴＳ岩国 坪倉 武光 久保田 悠斗
6-1 

レノファ山口 久保田 悠斗 原田 雅斗

28 レノファ山口 原田 雅斗 6-4 
大方 陵平 [2]

ジョイスポーツＴＣ 岩本 将矢 岩尾 大成

29 SUN FOREST TC 深井 悠真 岩本 将矢
6-4 

大和オレンジボールＴＣ 網本 真大 深井 悠真

30 アルファＴＣ 石光 凌弥 6-4 
大方 陵平 [2]
岩尾 大成

31 Bye 6-0 

西京高校 大方 陵平 [2]

32 レノファ山口 岩尾 大成 田中 蓮斗 [6]
阿部 匠太朗

田中 蓮斗 [6]

大方 陵平 [2]
阿部 匠太朗

岩尾 大成 7-6(5) 
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女子ダブルス（１） 維新百年記念公園テニス場

2021.7/3

山口サングリーンＴＣ 福永 恭子 [1]

1 アルファＴＣ 片桐 葵

2 Bye 福永 恭子 [1]

Ｔｅｎ．ＴＴ 福島 寧華 片桐 葵

3 Ｔｅｎ．ＴＴ 藤貫 有華 泉 香蓮
6-1 

カトウテニスクラブ 泉 香蓮 田中 渚彩

4 カトウテニスクラブ 田中 渚彩 w.o.
福永 恭子 [1]

レノファ山口 緒方 菜々恵 片桐 葵

5 レノファ山口 岩尾 こよみ 6-1 

6 Bye 梶村 明花

西林 優菜

7 Bye 6-0 

ツルガハマテニスクラブ 梶村 明花

8 大和オレンジボールＴＣ 西林 優菜 福永 恭子 [1]

アルファＴＣ 弘 咲花 [3] 片桐 葵

9 大和オレンジボールＴＣ 西林 春菜 6-3 

10 Bye 弘 咲花 [3]
西林 春菜

11 Bye 6-2 

レノファ山口 河添 夢咲

12 レノファ山口 松並 弥里 弘 咲花 [3]

トゥネテニスクラブ 渡辺 日和 西林 春菜

13 トゥネテニスクラブ 渡辺 和水 6-2 

14 Bye 高見 莉沙

前田 ゆめ

15 Bye 6-2 

ミズノＴＳ 高見 莉沙

16 ミズノＴＳ 前田 ゆめ 福永 恭子 [1]
片桐 葵

福永 恭子 [1]

平田 佳子 [2]
片桐 葵

田島 梨帆 6-1 
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女子ダブルス（２） 維新百年記念公園テニス場

2021.7/3

ミズノＴＳ岩国 畠中 花梨

17 ミズノＴＳ岩国 坪倉 七海

18 Bye 畠中 花梨

坪倉 七海

19 Bye 7-6(1) 

レノファ山口 中村 真渚

20 山口テニスアカデミー 末永 七椛 大河原 絆愛 [4]

ジョイスポーツＴＣ 中山 彩花 小林 奈月

21 トゥネテニスクラブ 伊藤 凜香 6-3 

22 Bye 大河原 絆愛 [4]
小林 奈月

23 Bye 6-1 

アルファＴＣ 大河原 絆愛 [4]

24 アルファＴＣ 小林 奈月 平田 佳子 [2]

レノファ山口 伊藤 菜緒 田島 梨帆

25 レノファ山口 長岡 愛 6-1 

26 Bye 伊藤 菜緒

長岡 愛

27 Bye 6-2 

トゥネテニスクラブ 今地 日向

28 トゥネテニスクラブ 藤田 杏琉 平田 佳子 [2]

ウイナーズＴ．Ｃ 市岡 莉亜 田島 梨帆

29 ウイナーズＴ．Ｃ 天林 美空 6-0 

30 Bye 平田 佳子 [2]
田島 梨帆

31 Bye 6-1 

カトウテニスクラブ 平田 佳子 [2]

32 山口オーサンスＴＣ 田島 梨帆 弘 咲花 [3]
西林 春菜

大河原 絆愛 [4]

大河原 絆愛 [4]
小林 奈月

小林 奈月 6-3 
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