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日時

ディレクター 川武　郷

レフェリー 村川　洋 杉本　和子

進行

１．試合方法

※U12,14,16,18シングルスは５～８位を本戦で決めます。

※U18男女ダブルス以外はコンソレーションを行いません。

※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。

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。（ 8:00～8:15 / 8:15～8:30 / 8:30～8:45 )
　　 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。

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。
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。

島根県（松江・安来）
県枠

5月3日（月）

5月4日（火）

※U18男女ダブルスは３位をフィードインコンソレーションで、 

U18男子シングルス U16男子シングルス 岩国市運動公園
テニスコート

9:00
U18女子ダブルス

U10男子シングルス(※)

維新百年記念公園
テニス場

9:00
U14女子シングルス

大会日程

種                                 目  試合会場 試合開始

5月1日（土）

維新百年記念公園
テニス場

9:00
U14女子ダブルス U12女子シングルス

U16女子ダブルス

（※) Ｕ１０の試合はグリーンボールを使用します。

全種目残り試合

U12女子ダブルス

U12男子ダブルス

★受付は試合開始予定の３０分前までに行ってください★

維新百年記念公園
テニス場

9:00

5月2日（日）

U18男子ダブルス U16男子ダブルス 岩国市運動公園
テニスコート

9:00

維新百年記念公園
テニス場

予備日

大会役員

山口県ジュニア委員

諸注意・連絡事項

U12,14,16,18　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

U12,14,16,18　男女ダブルス本戦、 ３位決定戦

U10男女シングルス本戦 １タイブレークセットマッチ

　U18男女ダブルス　フィードインコンソレーション

　 U12・14・16ダブルスは３位を本戦で決めます。

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。

６ゲーム先取（ノーアド）

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。

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。

令和３年７月２０～２４日（予備日：２５日）

観客のみなさんへ・・・お願い

中国大会
（U12･14･16・18） シングルス　５名 ダブルス　２組＋α

U18女子シングルス U16女子シングルス

U14男子ダブルス U12男子シングルス

U14男子シングルス

U10女子シングルス(※)



Ｕ１０男子シングルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/3

16 SUN FOREST TC 神田 直
15

14

Bye

大和オレンジボールＴＣ 西沢 隼太郎12

Bye

9 トゥネテニスクラブ 竹原 央介 [4]

10 Bye

11 Bye

7 Bye

8 アルファＴＣ 平本 遥大

4 いのうえＴＧ 石野 倫太郎

周南ジュニアＴＳ 菊川 旺太郎

6 Bye

1 カトウテニスクラブ 佐々木 埜羽 [1]

5

2 Bye

3 レノファ山口 原口 結斗

17 いのうえＴＧ 工棟 陽真

18 Bye

13 いのうえＴＧ 西田 共毅

19 Bye

20 レノファ山口 長岡 巧澄

21 山口テニスアカデミー 則安 凌牙

22 SUN FOREST TC 木本 陽向

23 Bye

24 山口サングリーンＴＣ 能美 絢登 [3]

25 アルファＴＣ 荒瀬 有都

26 Bye

今村 涼真

30 いのうえＴＧ 古澤 祐翔

27 Bye

28 レノファ山口 原田 有

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

31 Bye ３位決定戦

32 ツルガハマテニスクラブ 片上 龍之介 [2]

29 ミズノＴＳ



Ｕ１０女子シングルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/3

18 Bye

17 アルファＴＣ 田中 奏桜

ジョイスポーツＴＣ 藤本 悠

14 Bye

山口テニスアカデミー 岸田 千陽

Bye

16

11 Bye

12 アルファＴＣ 田中 美代

13

Bye

8 いのうえＴＧ 山本 愛子

9 山口オーサンスＴＣ 岡 実鈴 [3]

7

5 周南ジュニアＴＳ 田辺 優茉

6 Bye

Bye

4 山口テニスアカデミー 田中 佑佳

3 ミズノＴＳ 畑山 陽奈

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

19 Bye

1 アルファＴＣ 大河原 紬希 [1]

2

20 山口サングリーンＴＣ 末次 美月

15

10

21 山口テニスアカデミー 倉光 悠子

Bye

22 Bye

23 Bye

24 ミズノＴＳ 松本 涼花 [4]

25 トゥネテニスクラブ 工藤 凛花

26 Bye

27 Bye

28 山口テニスアカデミー 倉光 奏子

29 いのうえＴＧ 金田 有加

３位決定戦

32 ツルガハマテニスクラブ 河口 依鈴 [2]

30 Bye

31 Bye



維新百年記念公園テニス場
2021.5/2,3

Bye

山口テニスアカデミー

奥田 直人 [13]

Bye
48

山本 直生 [6]
中島 大悟 [4]いのうえＴＧ

橋本 詠哉 [2]

ウイナーズＴ．Ｃ 小倉 翔太

石野 直太郎

江畑 将吾

10 Bye 42 ウイナーズＴ．Ｃ

15 Bye

13 カトウテニスクラブ

9 41 ミズノＴＳ 西村 桃汰 [16]アルファＴＣ 弘中 丈詞 [9]

2 Bye
福村 圭貴

4 レノファ山口

35 ウイナーズＴ．Ｃ

Bye

吉村 光

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

Ｕ１２男子シングルス

1 いのうえＴＧ 山崎 敬史 [1] 33 大和オレンジボールＴＣ 石田 宗一郎 [5]

5 ふくいテニスクラブ 田森 奏音 37 周南ジュニアＴＳ

34

3 周南ジュニアＴＳ 白井 誠人

8 大和オレンジボールＴＣ 藤本 悠太 [14] 40 山口サングリーンＴＣ

山口サングリーンＴＣ6

トゥネテニスクラブ 部坂 匡佑 39

ふくいテニスクラブ 畚野 太佑 43 ふくいテニスクラブ

原田 壮 36 ふくいテニスクラブ

12 山口テニスアカデミー 河口 太我 44 大和オレンジボールＴＣ

能美 結登 38 カトウテニスクラブ

7

11

哥川 愛斗

14 レノファ山口 杉山 遼真 46 周南ジュニアＴＳ 中道 陽斗

16 SUN FOREST TC 木本 春馬 [7]

村岡 滉太 45 トゥネテニスクラブ

47

51 ウイナーズＴ．Ｃ

18 Bye
17 大和オレンジボールＴＣ 藤本 健太 [3] 49 いのうえＴＧ

52 SUN FOREST TC20 Ｔｅｎ．ＴＴ 綱木 凛太朗

50

19 ふくいテニスクラブ 梅本 怜央

周南ジュニアＴＳ

二井 景彪 5523

21 ウイナーズＴ．Ｃ 山田 衛杜 53 ふくいテニスクラブ

26

22 カトウテニスクラブ 仲道 陸斗 54

レノファ山口

24 ツルガハマテニスクラブ 梶村 幸永 [15] 56

25 山口サングリーンＴＣ 末次 悠真 [12]
Bye 58

28 周南ジュニアＴＳ 田辺 陽来 60 いのうえＴＧ

27 ミズノＴＳ

29

出垣 志悠

山崎 梓音

Bye

岡 駿

小倉 悠太

大場 優雅 59 ミズノＴＳ岩国 土屋 勇馬

32 いのうえＴＧ 松永 新平 [8] 64 ツルガハマテニスクラブ

レノファ山口

30 ウイナーズＴ．Ｃ 福村 聡基 62

菊川 陽仁

佐々木 怜王

３位決定戦

Bye

尾山 慶多

西田 一公

Bye

57

61

ふくいテニスクラブ

弥益 圭佑 [11]

Bye

佐々木 柚多

黒坂 悠吾 [10]

31 Bye 63

ふくいテニスクラブ 河野 修祐



Ｕ１２女子シングルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/2,3

工藤 葵

31 Bye

大和オレンジボールＴＣ 石田 花

28 アルファＴＣ 日野村 唯

32 アルファＴＣ 青木 陽咲 [2]

30 トゥネテニスクラブ

レノファ山口 河添 希光

21 ウイナーズＴ．Ｃ 市岡 千乃

22 ミズノＴＳ 松本 紗弥

20

12 レノファ山口 名塚 ゆら

13 カトウテニスクラブ 中野 琴巴

ふくいテニスクラブ 飯田 茜 [7]

9 ツルガハマテニスクラブ 河口 菜々美 [3]

トゥネテニスクラブ 津田 菜々子11

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

1 アルファＴＣ 重永 莉子 [1]

2 Bye

３位決定戦

3 レノファ山口 中村 真渚

4 トゥネテニスクラブ 伊藤 実佳

5 山口テニスアカデミー 末永 七椛

6 ツルガハマテニスクラブ 萬行 椛恋

7

10 Bye

Ｔｅｎ．ＴＴ 田中 葵

8

14 アルファＴＣ 田中 陽彩

15 Bye

16 いのうえＴＧ 古澤 未來 [5]

17 トゥネテニスクラブ 渡辺 和水 [6]

18 アルファＴＣ 木下 茉柚

19 ツルガハマテニスクラブ 久佐 美月姫

23 Bye

24 ツルガハマテニスクラブ 片上 碧 [4]

25 ツルガハマテニスクラブ 国弘 楓 [8]

26 トゥネテニスクラブ

29 山口テニスアカデミー 片岡 千莉

深井 のえる

27



維新百年記念公園テニス場
2021.5/1,3

32 カトウテニスクラブ 大下 空良 [8] 64 アルファＴＣ 大方 康平 [2]

30 ウイナーズＴ．Ｃ 田屋 響 62 ふくいテニスクラブ 畚野 太志
３位決定戦

いのうえＴＧ 中谷 祐紀 深井 悠真

29 山口テニスアカデミー 末次 倖 61 ウイナーズＴ．Ｃ 西川 想生

31 63 SUN FOREST TC

永田 大翼

28 カトウテニスクラブ 宮部 楓 60 いのうえＴＧ 古賀 紹護

いのうえＴＧ 山根 遼 58 カトウテニスクラブ 兼原 海来

27 ミズノＴＳ岩国 宇本 雄太 59 ジョイスポーツＴＣ

25 大和オレンジボールＴＣ 阿部 匠太朗 [12] 57 山口テニスアカデミー 達川 侑徳 [13]
24 カトウテニスクラブ 熊谷 壮太 [14] 56 ツルガハマテニスクラブ 森永 陽大 [11]
23 レノファ山口 原田 雅斗 55 山口オーサンスＴＣ 水上 颯人

22 いのうえＴＧ 西冨 太賀 54 レノファ山口 久保田 悠斗

21 ミズノＴＳ 戸倉 琥太郎 53 トゥネテニスクラブ 竹原 聡太郎

永田 空輝 51 いのうえＴＧ 森富 遼太

20 山口テニスアカデミー 河口 建太 52 カトウテニスクラブ 三島 佑一朗

坪倉 武光 [7]

18 ふくいテニスクラブ 西村 陸来 50 山口テニスアカデミー 坂口 天健

17 アルファＴＣ 弘 風音 [3]

47 アルファＴＣ 吉冨 琥之祐

16 ふくいテニスクラブ 飯田 要 [6] 48 カトウテニスクラブ 田中 蓮斗 [4]
15

14 ウイナーズＴ．Ｃ 出垣 遼 46 岩国ジュニアＴＣ 松村 蓮
13 カトウテニスクラブ 藤井 拓真 45 レノファ山口 藤本 航平

12 オレンジハウス 小西 悠晴 44 カトウテニスクラブ 田中 暁
11 アルファＴＣ 石光 凌弥 43 ミズノＴＳ岩国 宇本 僚太

41 いのうえＴＧ 丸山 叶人 [16]

10 カトウテニスクラブ 藤田 大輝 42 ジョイスポーツＴＣ 藤本 笙

39 カトウテニスクラブ 楠田 拓未

8 ふくいテニスクラブ 川崎 康太 [15] 40 ウイナーズＴ．Ｃ 岡田 驍 [10]
7

6 いのうえＴＧ 村田 悠也 38 大和オレンジボールＴＣ 網本 真大

5 ミズノＴＳ岩国 好本 遥斗 37 いのうえＴＧ 金田 真弥

4 カトウテニスクラブ 仲道 大河 36 ふくいテニスクラブ 木花 蒼空

3 岩国ジュニアＴＣ 田邉 英琉 35 山口サングリーンＴＣ 岡村 真志

石田 誠志郎 [5]

2 Bye 34 カトウテニスクラブ 伊藤 央詞

ジョイスポーツＴＣ 岩本 将矢

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

Ｕ１４男子シングルス

1 レノファ山口 正木 光 [1] 33 山口テニスアカデミー

49 ミズノＴＳ岩国

19 ジョイスポーツＴＣ

26

山口テニスアカデミー 秋本 赳晴

9 山口オーサンスＴＣ 宇野 碧致 [9]



Ｕ１４女子シングルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/1,3

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

1 アルファＴＣ 大河原 絆愛 [1]

2 Bye

3 レノファ山口 河添 夢咲

4 トゥネテニスクラブ 今地 日向

5 Ｔｅｎ．ＴＴ 福島 寧華

6 ミズノＴＳ 吉本 百花

7 レノファ山口 西井 碧香

8 ツルガハマテニスクラブ 梶村 明花 [6]

9 レノファ山口 長岡 愛 [4]

10 ジョイスポーツＴＣ 中山 彩花

11 トゥネテニスクラブ 藤田 杏琉

12 ふくいテニスクラブ 高山 佳夏帆

13 カトウテニスクラブ 古田 莉歩

14 レノファ山口 伊藤 菜緒

15 Ｔｅｎ．ＴＴ 藤貫 有華

16 アルファＴＣ 小林 奈月 [7]

17 ミズノＴＳ 前田 ゆめ [5]

18 カトウテニスクラブ 福田 彩乃

19 レノファ山口 緒方 菜々恵

20 ウイナーズＴ．Ｃ 市岡 莉亜

21 レノファ山口 岩尾 こよみ

22 周南ジュニアＴＳ 津山 和奏

23 ふくいテニスクラブ 安田 美琴

24 山口テニスアカデミー 向山 瑞生 [3]

25 大和オレンジボールＴＣ 西林 優菜 [8]

26 ふくいテニスクラブ 中村 日南乃

27 カトウテニスクラブ 田中 渚彩

28 トゥネテニスクラブ 伊藤 凜香

29 レノファ山口 松並 弥里

30 カトウテニスクラブ 泉 香蓮

31 ツルガハマテニスクラブ 近藤 万暖 ３位決定戦

32 トゥネテニスクラブ 三浦 茜音 [2]



Ｕ１６男子シングルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/1,3

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

1 山口テニスアカデミー 友貞 喜惠 [1]

2 Bye

3 ふくいテニスクラブ 櫻井 駿也

4 ミズノＴＳ 山城 優真

5 山口テニスアカデミー 窪田 晴人

6 西京高校 大方 陵平

7 レノファ山口 松永 知之

8 SUN FOREST TC 藤本 匠 [7]

9 レノファ山口 久保田 海斗 [3]

10 ミズノＴＳ岩国 土屋 諒馬

11 ふくいテニスクラブ 河野 京悟

12 山口高校 山田 晃弘

13 山口テニスアカデミー 中原 直緒斗

14 徳山高専 松村 和樹

15 防府商工高校 内田 宗記

16 カトウテニスクラブ 山田 壮汰 [6]

17 レノファ山口 岩尾 大成 [8]

18 SUN FOREST TC 西村 修斗

19 ふくいテニスクラブ 倉橋 昊大朗

20 山口高校 正木 勇気

21 ミズノＴＳ 中村 和司

22 レノファ山口 歌房 拓斗

23 ミズノＴＳ岩国 新井 龍之介

24 山口テニスアカデミー 岸田 昊生 [4]

25 岩国ジュニアＴＣ 田邉 絢大 [5]

26 山口テニスアカデミー 福光 研太

27 ツルガハマテニスクラブ 村田 真惺

28 ふくいテニスクラブ 梅本 一稀

29 いのうえＴＧ 古賀 真尋

30 ミズノＴＳ岩国 中村 新

31 山口オーサンスＴＣ 高橋 海斗 ３位決定戦

32 SUN FOREST TC 田村 真悟 [2]



Ｕ１６女子シングルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/2,3

３位決定戦31 Bye

32 山口サングリーンＴＣ 福永 恭子 [2]

渡辺 心優

22 ミズノＴＳ岩国 坪倉 七海

29 山口高校 古川 瞳

26 宇部高校 和田 麻央

24 山口テニスアカデミー

市子原 莉緒

18

17 アルファＴＣ 片桐 葵 [6]

23 Bye

21 山口高校

15 山口サングリーンＴＣ 岡村 和奏

13 野田学園高校 相馬 彩海

14 山口テニスアカデミー 倉光 和子

伊藤 愛珠

高見 莉沙

12

11 大和オレンジボールＴＣ 西林 春菜

10 Bye

トゥネテニスクラブ

1 野田学園高校 鈴木 香漣 [1]

7 山口オーサンスＴＣ 瀬戸 香美乃

6 ミズノＴＳ

5 西京高校

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

3 山口サングリーンＴＣ 道中 咲乃

4 ミズノＴＳ岩国 畠中 花梨

2 Bye

古野 ももか

19 ツルガハマテニスクラブ

8 アルファＴＣ 弘 咲花 [7]

9 ミズノＴＳ岩国 宇本 まなみ [4]

渡辺 日和

28 野田学園高校 萩原 渚月

16 カトウテニスクラブ 平田 佳子 [5]

山口高校 町田 珠莉

20 野田学園高校

高橋 宝良 [3]

25 山口オーサンスＴＣ 田島 梨帆 [8]

30 防府高校 三浦 珂菩

27 カトウテニスクラブ 小竹 彩英



Ｕ１８男子シングルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/1

4

西京高校

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

6

7

平野 磨沙斗

３位決定戦

2

5

14

西京高校

15

ミズノＴＳ岩国 山﨑 誠

13

垣内 勇星 [1]

近藤 曜司 [4]

11

9

山口テニスアカデミー

16 岩国ジュニアＴＣ 岡田 唯楓 [2]

10

西京高校

本弘 琉

河内 優和 [3]

8

大和オレンジボールＴＣ

西京高校

上田 遼介

12

1

3



Ｕ１８女子シングルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/2

３位決定戦

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

15

16

7

8 野田学園高校 杉本 愛佳

藤本 夏菜 [2]

五十嵐 凜

5 野田学園高校 宮内 汐夏 [4]

6

13

野田学園高校

1

3

野田学園高校

4 野田学園高校

野田学園高校 池畠 陽咲 [1]

2

神山 優

10

野田学園高校

12

小形 寧音

9

11

14

西京高校 林 優希乃 [3]



Ｕ１２男子ダブルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/1

ツルガハマテニスクラブ 橋本 詠哉 [1]
1 いのうえＴＧ 山本 直生

2 Bye
ウイナーズＴ．Ｃ 福村 聡基

3 ウイナーズＴ．Ｃ 小倉 翔太

トゥネテニスクラブ 哥川 愛斗

4 トゥネテニスクラブ 部坂 匡佑

SUN FOREST TC 木本 春馬

5 山口サングリーンＴＣ 末次 悠真

6 Bye

7 Bye
山口サングリーンＴＣ 黒坂 悠吾

8 レノファ山口 奥田 直人

ウイナーズＴ．Ｃ 山田 衛杜

9 ウイナーズＴ．Ｃ 出垣 志悠

山口テニスアカデミー 弥益 圭佑

10 ふくいテニスクラブ 畚野 太佑

11 Bye
いのうえＴＧ 中島 大悟

12 いのうえＴＧ 松永 新平

ウイナーズＴ．Ｃ 小倉 悠太

13 ウイナーズＴ．Ｃ 福村 圭貴

カトウテニスクラブ 佐々木 柚多

14 カトウテニスクラブ 仲道 陸斗

15 Bye
大和オレンジボールＴＣ 藤本 健太 [2]

16 大和オレンジボールＴＣ 石田 宗一郎

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

３位決定戦



Ｕ１２女子ダブルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/1

Ａブロック
重永 萬行 津田

青木 久佐 工藤

アルファＴＣ 重永 莉子 [1]
アルファＴＣ 青木 陽咲

ツルガハマテニスクラブ 萬行 椛恋

ツルガハマテニスクラブ 久佐 美月姫

トゥネテニスクラブ 津田 菜々子

トゥネテニスクラブ 工藤 葵

Bブロック
河口 渡辺 中村

片上 飯田 末永

ツルガハマテニスクラブ 河口 菜々美 [2]
ツルガハマテニスクラブ 片上 碧

トゥネテニスクラブ 渡辺 和水

ふくいテニスクラブ 飯田 茜

レノファ山口 中村 真渚

山口テニスアカデミー 末永 七椛

順位

2

1

1

勝敗

3

【　決勝　】

【　３位決定戦　】

勝敗

2

順位

Ｂブロック２位　（ )

)

試合順序　①１－３　②２－３　③１－２

Ａブロック１位　（ )

3

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

Ｂブロック１位　（ )

Ａブロック２位　（



維新百年記念公園テニス場
2021.5/2

アルファＴＣ 大方 康平 [1] カトウテニスクラブ 大下 空良

1 アルファＴＣ 弘 風音 17 カトウテニスクラブ 熊谷 壮太

2 Bye 18 Bye
カトウテニスクラブ 藤田 大輝

3 カトウテニスクラブ 三島 佑一朗 19 Bye
レノファ山口 久保田 悠斗 山口テニスアカデミー 秋本 赳晴

4 レノファ山口 原田 雅斗 20 山口テニスアカデミー 末次 倖
ふくいテニスクラブ 川崎 康太 ウイナーズＴ．Ｃ 田屋 響

5 ふくいテニスクラブ 畚野 太志 21 ウイナーズＴ．Ｃ 西川 想生

アルファＴＣ 石光 凌弥

6 Bye 22 大和オレンジボールＴＣ 網本 真大

7 Bye 23 Bye
ミズノＴＳ岩国 宇本 雄太 ふくいテニスクラブ 飯田 要 [3]

8 ミズノＴＳ岩国 宇本 僚太 24 山口オーサンスＴＣ 宇野 碧致

カトウテニスクラブ 田中 蓮斗 [4] 山口テニスアカデミー 石田 誠志郎

9 大和オレンジボールＴＣ 阿部 匠太朗 25 山口テニスアカデミー 達川 侑徳

10 Bye 26 Bye
ジョイスポーツＴＣ 永田 大翼 アルファＴＣ 吉冨 琥之祐

11 ジョイスポーツＴＣ 岩本 将矢 27 アルファＴＣ 中島 亜大

山口テニスアカデミー 河口 建太 カトウテニスクラブ 藤井 拓真

12 山口テニスアカデミー 坂口 天健 28 カトウテニスクラブ 宮部 楓
カトウテニスクラブ 伊藤 央詞 いのうえＴＧ 金田 真弥

13 カトウテニスクラブ 仲道 大河 29 いのうえＴＧ 中谷 祐紀

カトウテニスクラブ 末吉 逸人

14 Bye 30 カトウテニスクラブ 兼原 海来

15 Bye 31 Bye
ミズノＴＳ岩国 坪倉 武光 レノファ山口 正木 光 [2]

16 ウイナーズＴ．Ｃ 岡田 驍 32 ツルガハマテニスクラブ 森永 陽大

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

Ｕ１４男子ダブルス

３位決定戦



Ｕ１４女子ダブルス 維新百年記念公園テニス場
2021.5/2

トゥネテニスクラブ 三浦 茜音 [1]
1 レノファ山口 長岡 愛

2 Bye
レノファ山口 河添 夢咲

3 レノファ山口 松並 弥里

Ｔｅｎ．ＴＴ 福島 寧華

4 Ｔｅｎ．ＴＴ 藤貫 有華

ツルガハマテニスクラブ 梶村 明花

5 大和オレンジボールＴＣ 西林 優菜

6 Bye

7 Bye
レノファ山口 伊藤 菜緒

8 周南ジュニアＴＳ 津山 和奏

レノファ山口 緒方 菜々恵

9 レノファ山口 岩尾 こよみ

10 Bye

11 Bye
ミズノＴＳ 前田 ゆめ

12 ミズノＴＳ 吉本 百花

レノファ山口 西井 碧香

13 レノファ山口 貞池 美緒

カトウテニスクラブ 田中 渚彩

14 カトウテニスクラブ 泉 香蓮

15 Bye
アルファＴＣ 大河原 絆愛 [2]

16 アルファＴＣ 小林 奈月

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

３位決定戦



Ｕ１６男子ダブルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/2

山口テニスアカデミー 友貞 喜惠 [1]
1 レノファ山口 久保田 海斗

2 Bye
SUN FOREST TC 藤本 匠

3 SUN FOREST TC 西村 修斗

山口高校 正木 勇気

4 山口高校 山田 晃弘

ツルガハマテニスクラブ 村田 真惺

5 徳山高専 松村 和樹

6 Bye

7 Bye
西京高校 大方 陵平

8 レノファ山口 岩尾 大成

レノファ山口 歌房 拓斗

9 レノファ山口 松永 知之

10 Bye

11 Bye
山口テニスアカデミー 岸田 昊生

12 山口テニスアカデミー 福光 研太

ミズノＴＳ 中村 和司

13 ミズノＴＳ 山城 優真

山口テニスアカデミー 中原 直緒斗

14 山口テニスアカデミー 窪田 晴人

15 Bye
SUN FOREST TC 田村 真悟 [2]

16 カトウテニスクラブ 山田 壮汰

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

３位決定戦



Ｕ１６女子ダブルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/1

野田学園高校 藤永 萌花 [1]
1 山口テニスアカデミー 田中 伶奈

2 Bye
ミズノＴＳ岩国 坪倉 七海

3 ミズノＴＳ岩国 畠中 花梨

山口高校 古川 瞳
4 山口高校 町田 珠莉

山口サングリーンＴＣ 福永 恭子 [3]
5 アルファＴＣ 片桐 葵

6 Bye
山口テニスアカデミー 倉光 和子

7 山口オーサンスＴＣ 瀬戸 香美乃

野田学園高校 相馬 彩海

8 野田学園高校 萩原 渚月

野田学園高校 鈴木 香漣

9 野田学園高校 古野 ももか

ミズノＴＳ 高見 莉沙

10 トゥネテニスクラブ 渡辺 日和

11 Bye
アルファＴＣ 弘 咲花 [4]

12 大和オレンジボールＴＣ 西林 春菜

防府高校 三浦 珂菩

13 宇部高校 和田 麻央

カトウテニスクラブ 小竹 彩英

14 山口高校 渡辺 心優

15 Bye
山口テニスアカデミー 高橋 宝良 [2]

16 ミズノＴＳ岩国 宇本 まなみ

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー

３位決定戦



Ｕ１８男子ダブルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/2

西京高校 垣内 勇星 [1]
1 西京高校 河内 優和

2
山口テニスアカデミー 近藤 曜司

3 山口テニスアカデミー 岩本 風音

4

5
西京高校 上田 遼介

6 西京高校 神田 蓮

7
岩国ジュニアＴＣ 岡田 唯楓 [2]

8 ミズノＴＳ岩国 山﨑 誠
※３位はﾌｨｰﾄﾞｲﾝ

　 ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝで決定

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー



Ｕ１８女子ダブルス 岩国市運動公園テニスコート
2021.5/1

野田学園高校 池畠 陽咲 [1]
1 野田学園高校 藤本 夏菜

2
西京高校 林 優希乃

3 西京高校 神田 弥優

4

5
野田学園高校 宮内 汐夏

6 野田学園高校 安藤 萌花

7
野田学園高校 杉本 愛佳 [2]

8 野田学園高校 神山 優
※３位はﾌｨｰﾄﾞｲﾝ

　 ｺﾝｿﾚｰｼｮﾝで決定

第４０回 山口県ジュニアテニス選手権大会　仮ドロー
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