
会場
（砂入り人工芝２６面使用）

日程 2020年1月18日（土）・19日（日）

主催 中国テニス協会

主管 岡山県テニス協会

2019年度 

2020　中国ジュニアウインター大会

U１２、U１４

備前市総合運動公園テニスセンター



試合予定

1月18日（土） １２歳 男子・女子：全員 １４歳 男子・女子：全員

試合開始　９：３０～

1月19日（日） １２歳 男子・女子１～３２位戦 １４歳 男子・女子１～３２位戦

試合開始　９：３０～

受付

1月18日（土）・19日（日） 試合予定会場で

＊ １２歳　男子、女子共　９：００までに備前北コートで受付を済ませてください。

（１２歳補欠選手の方も、９：００までに受付を済ませて下さい。）

＊ １４歳　男子、女子共　９：００までに備前南コートで受付を済ませて下さい。　

（１４歳補欠選手の方も、９：００までに受付を済ませて下さい。）

練習コート ９：００～９：２０ （１０分単位　２R）

＊ １２歳 男子・女子　備前北コート　

＊ １４歳 男子・女子　備前南コート　

譲り合って練習してください。

競技方法

※　服装・ルール　　JTAルールを適用

     試合前の練習はサービス４本とします。

     会場内、ボールを使ったウォーミングアップは禁止です。

コンパス・ドロー方式 ＊進行の都合で変更することもあります。

１R～３R ８ゲームズプロセット

SF、F、３位決定戦 ３セットマッチ

順位戦 ５～３２位決定戦 ８ゲームズプロセット

試合前の練習はサービス４本のみといたします。

＊SF、F、３決（３セットマッチ）９、１１ゲーム後ボールチェンジ。

（最初のボールチェンジは、ゲーム数が９ゲームになり10ゲーム目

に行い、その後のボールチェンジは、ゲーム数が１１ゲームになり

１２ゲーム目に行ってください。

NS連絡先　090-2827-5082

2019年度　

2020　中国ジュニアウインター大会　　U１２、U１４

備前北コート 備前南コート

本線



ウィンター大会U12 U14

12歳男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

都道府県 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 岡山 ノアアカデミー倉敷 中川 琉成 [1]  

    
2 鳥取 サニーＴＳ 後藤 大地   

     
3 島根 浜っ子テニスクラブ 廣瀬 遥人   

     
4 岡山 ラスタットＴＣ 角南 叶多   

     
5 島根 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 安立 紳平   

     
6 広島 やすいそ庭球部 髙川 空澄   

     
7 広島 Ｔｅｎｓｉｏｎ 森原 千一郎   

     
8 岡山 ラスタットＴＣ 片山 咲風 [5/8]   

     
9 鳥取 サニーＴＳ 寺坂 遼央 [3/4]   

     
10 岡山 ラスタットＴＣ 浜田 響己   

     
11 岡山 ノアアカデミー倉敷 松本 悠希   

     
12 鳥取 遊ポートＴＣ 米本 叶芽   

     
13 鳥取 アポロＴＣ 柳生 奏   

     
14 山口 アルファＴＣ 大方 康平   

     
15 山口 山口テニスアカデミー 石田 誠志郎   

     
16 広島 Ｓｃｒａｔｃｈ 大下 遥希 [5/8]   

     
17 岡山 ノアアカデミー倉敷 溝手 倫太朗 [5/8]   

     
18 鳥取 遊ポートＴＣ 安田 彰汰   

     

19 岡山 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 牟田 湊   
     

20 広島 やすいそ庭球部 藤川 純大   
     

21 島根 グリーンベアーズ 錦織 陽太   
     

22 広島 ノア・インドアステージ広島西 西本 惺良   
     

23 鳥取 ＳＴＥＶＥ 金藤 宏樹   
     

24 広島 Ｔｅｎｓｉｏｎ 渡邉 栞太 [3/4]   
     

25 山口 ツルガハマＴＣ 弘 風音 [5/8]   
     

26 島根 グリーンベアーズ 幡原 創   
     

27 島根 グリーンベアーズ 小櫻 空芽   
     

28 山口 いのうえＴＧ 山崎 敬史   
     

29 広島 やすいそ庭球部 川元 秀五   
     

30 山口 山口テニスアカデミー 長谷川 和真   
     

31 岡山 ＴＣ　ＡＲＴ 小野田 陽太   
     

32 広島 みなみ坂ＴＳ 住田 涼成 [2]  

補欠１ 岡山 和気　義章

補欠２ 岡山 渡辺　慶大

補欠３ 岡山 水原　大介



ウィンター大会U12 U14

12歳女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

都道府県 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 岡山 石川ＴＳ 石川 星来 [1]  

    
2 広島 ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ 式部 愛美   

     
3 鳥取 境港ジュニア 土海 環   

     
4 山口 アルファＴＣ 重永 莉子   

     
5 岡山 たけなみＴＡ 中原 萌   

     
6 広島 福山テニス王国 永井 支麻   

     
7 山口 カトウＴＣ 泉 香蓮   

     
8 広島 やすいそ庭球部 藤山 羽優 [5/8]   

     
9 岡山 ラスタットＴＣ 池田 花珠 [3/4]   

     
10 山口 周南ジュニアＴＳ 谷本 葵   

     
11 山口 トゥネＴＣ 三浦 茜音   

     
12 岡山 ＭＩＹＡＫＥＪｒ 高屋ＴＣ 土師 玲菜   

     
13 島根 さくらＳＳＣ 杉原 晴菜   

     
14 岡山 ラスタットＴＣ 藤本 芽衣奈   

     
15 山口 周南ジュニアＴＳ 津山 和奏   

     
16 岡山 柳生園ＴＣ 丸山 華穂 [5/8]   

     
17 広島 ＮＢテニスガーデン 渡辺 葵依 [5/8]   

     
18 島根 グリーンベアーズ 佐藤 音羽   

     
19 鳥取 サニーＴＳ 川上 梨華   

     
20 広島 福山テニス王国 竹堂 杏   

     
21 鳥取 境港ジュニア 大根 花菜   

     
22 島根 グリーンベアーズ 宮本 恵   

     
23 島根 加茂遊学ＳＣ 佐藤 彩海   

     
24 広島 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 平田 里帆 [3/4]   

     
25 岡山 ラスタットＴＣ 樽床 風音 [5/8]   

     
26 島根 Ｉ出雲 池淵 ひかり   

     
27 鳥取 ＳＴＥＶＥ 竹部 姫菜   

     
28 岡山 ラスタットＴＣ 蓬莱 小春   

     
29 鳥取 サニーＴＳ 赤井 優月   

     
30 広島 ＮＢテニスガーデン 眞鍋 結衣   

     
31 岡山 ＪＦＴＣ 江原 咲楽   

     
32 鳥取 ＳＴＥＶＥ 櫻井 利真 [2]  

補欠１ 岡山 大西　真由

補欠２ 岡山 五藤　里保

補欠３ 岡山 花岡　杏羽



ウィンター大会U12 U14

14歳男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

都道府 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

1 岡山 ラスタットＴＣ 藤本 理功 [1]

2 鳥取 ＳＴＥＶＥ 白石 一樹

3 島根 グリーンベアーズ 渡部 朔也

4 山口 ツルガハマＴＣ 村田 真惺

5 広島 ＨＩＲＯテニスプランニング広島 広瀬 貴章

6 岡山 ハチヤＴＳ 講元 大祈

7 広島 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 内田 歩志

8 島根 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 木村 優生 [5/8]

9 岡山 ラスタットＴＣ 渡邊 脩真 [3/4]

10 鳥取 遊ポートＴＣ 太田 翔

11 岡山 ラスタットＴＣ 西山 大和

12 鳥取 境港ジュニア 土海 悠太

13 岡山 ラスタットＴＣ 塚本 真崇

14 山口 山口テニスアカデミー 岸田 昊生

15 山口 ＳＵＮ　ＦＯＲＥＳＴ　ＴＣ 田村 真悟

16 広島 やすいそ庭球部 藤原 陸 [5/8]

17 岡山 柳生園ＴＣ 朝原 大翔 [5/8]

18 広島 福山テニス王国 大嶋 巧翔

19 鳥取 サニーＴＳ 岸田 拓真

20 広島 ＮＢテニスガーデン 渡辺 咲玖

21 岡山 ＪＦＴＣ 柏木 捷太郎

22 島根 ＧＩＯＣＯ 勝部 遥斗

23 山口 レノファ山口 正木 光

24 岡山 たけなみＴＡ 高橋 廉汰朗 [3/4]

25 広島 やすいそ庭球部 岩井 惺 [5/8]

26 島根 Ｉ出雲 池淵 兼生

27 岡山 岡山理大附属中 青木 佑仁

28 広島 やすいそ庭球部 藤山 一千翔

29 島根 ＹＹ ｋｉｄｓ 松江 中井 智風

30 山口 レノファ山口 久保田 海斗

31 鳥取 アポロＴＣ 山﨑 大麓

32 岡山 たけなみＴＡ 小野 クリストファー滉生 [2]

補欠１ 岡山 中島　璃人

補欠２ 岡山 宮本　浩弥

補欠３ 岡山 浜田　理壱



ウィンター大会U12 U14

14歳女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

都道府 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 広島 やすいそ庭球部 上野 梨咲 [1]  

    
2 岡山 ハニ・ｋａｍｉ 神内 彩華   

     
3 鳥取 遊ポートＴＣ 井上 呼春   

     
4 岡山 たけなみＴＡ 岩本 梨央   

     
5 広島 Ｓｃｒａｔｃｈ 田口 桜   

     
6 鳥取 サニーＴＳ 春山 のぞみ   

     
7 山口 山口サングリーンＴＣ 田島 梨帆   

     

8 広島 ノア・インドアステージ広島西 遠藤 愛渚 [5/8]   
     

9 広島 やすいそ庭球部 井上 季子 [3/4]   
     

10 鳥取 スポｎｅｔなんぶ 西田 渚紗   
     

11 岡山 ラスタットＴＣ 原田 萌衣   
     

12 島根 Ｉ出雲 須田 優奈   
     

13 山口 山口サングリーンＴＣ 片桐 葵   
     

14 島根 ＧＩＯＣＯ 細木 澪   
     

15 山口 山口サングリーンＴＣ 福永 恭子   
     

16 岡山 ラスタットＴＣ 原田 悠衣 [5/8]   
     

17 広島 グリーンストーンヒルズ＋Ｊ 平田 早希 [5/8]   
     

18 山口 カトウＴＣ 平田 佳子   
     

19 島根 吉賀町テニス連盟 加藤 那菜   
     

20 鳥取 ＳＴＥＶＥ 櫻井 友子   
     

21 広島 やすいそ庭球部 清田 あいこ   
     

22 岡山 ラスタットＴＣ 河野 望奈   
     

23 島根 浜っ子テニスクラブ 岩本 理沙   
     

24 岡山 山陽女子中学校 戸坂 文音 [3/4]   
     

25 岡山 ＴＣ　ＡＲＴ 中島 莉良 [5/8]   
     

26 広島 やすいそ庭球部 清瀧 海香   
     

27 山口 ツルガハマＴＣ 弘 咲花   
     

28 岡山 アサヒＴＣ 廣澤 真伊   
     

29 島根 グリーンベアーズ 門脇 有咲   
     

30 鳥取 遊ポートＴＣ 内田 祥生   
     

31 広島 Ｓｃｒａｔｃｈ 竹友 夢莉   
     

32 岡山 ラスタットＴＣ 網田 永遠希 [2]  

補欠１ 岡山 亀山　華子

補欠２ 岡山 志久　舞優

補欠３ 岡山 中村　若那
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