
中国･四国チャレンジマッチ  令和元年10月１２日～１４日

男子シングルス びんご運動公園

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 HIROテニスカレッジ 徳島 薦田 直哉 [1]  

   薦田 直哉 [1] 

2 ＮＢテニスガーデン 広島 中西 康輔 7-6(3) 6-3   

    薦田 直哉 [1] 

3 坂吉ジュニア 愛媛 河野 優  6-1 7-5  

   河野 優  

4 チェリーＴＣ 岡山 間野 由大 7-6(3) 6-1   

    熊野 宗太 [6] 

5 ラスタットＴＣ 岡山 渡邊 脩真  6-2 3-6 [10-7]  

   渡邊 脩真  

6 松山西中等教育学校 愛媛 成松 孝彦 6-2 6-1   

    熊野 宗太 [6] 

7 西京高校 山口 河内 優和  7-5 6-2  

   熊野 宗太 [6]  

8 チームラビット 香川 熊野 宗太 [6] 6-2 6-2   

    大下 翔希 

9 WINNER 愛媛 武方 駿哉 [4]  6-0 6-4  

   吉原 幹人  

10 関西高校 岡山 吉原 幹人 7-6(2) 6-2   

    大下 翔希 

11 高知中 高知 市川 颯人  6-2 6-4  

   大下 翔希  

12 Ｓｃｒａｔｃｈ 広島 大下 翔希 6-4 6-2   

    大下 翔希 

13 開星中学校 島根 角 陽太  6-4 6-4  

   角 陽太  

14 シオンテニスクラブ 徳島 岩田 隼 6-2 6-1   

    片山 隆太 [5] 

15 桜町中学校 香川 森 広樹  6-3 2-6 [10-8]  

   片山 隆太 [5]  

16 チェリーＴＣ 岡山 片山 隆太 [5] 6-0 6-0   

    中本 悠水 [2] 

17 愛媛トレセン 愛媛 伊藤 拓 [7]  7-6(4) 7-6(6)  

   藤本 理功  

18 ラスタットＴＣ 岡山 藤本 理功 6-4 6-2   

    藤本 理功 

19 山田テニスクラブ 徳島 友成 悠生  6-2 6-2  

   友成 悠生  

20 みなみ坂ＴＳ 広島 窪田 晃大 2-6 6-4 [11-9]   

    佐々木 唯人 [3] 

21 グリーンベアーズ 島根 松浦 諄成  6-3 7-5  

   松浦 諄成  

22 WINNER 愛媛 金浦 俊哉 6-4 6-2   

    佐々木 唯人 [3] 

23 O.P.A 徳島 友成 優仁  7-5 6-3  

   佐々木 唯人 [3]  

24 柳生園ＴＣ 岡山 佐々木 唯人 [3] 6-2 6-3   

  小野 クリス  中本 悠水 [2] 

25 たけなみＴＡ 岡山 トファー滉生 [8] 小野 クリス 6-0 6-1  

   トファー滉生 [8]  

26 英明高校 香川 藤田 真叶 6-2 6-4  小野 クリス

    トファー滉生 [8] 

27 愛媛トレセン 愛媛 石綿 凌空  6-1 6-1  

   石綿 凌空  

28 ＵＭＥＺＵ Ｊｒ ＴＴ 島根 木村 優生 7-6(3) 6-2   

    中本 悠水 [2] 

29 ウイナーズＴ・Ｃ 山口 今井 汰育  6-1 6-3  

   今井 汰育  

30 山田テニスクラブ 徳島 松田 悠晏 6-4 6-2   

    中本 悠水 [2] 

31 屋島TC 香川 楠 波琉音  6-1 7-6(3)  

   中本 悠水 [2]  

32 広島国際学院高等学校 広島 中本 悠水 [2] 6-1 6-1  

    

  順位 3-4 熊野 宗太 [6]  

   佐々木 唯人 [3] 

  佐々木 唯人 [3] 1-6 6-3 [10-7]  

   



  

男子シングルス - 順位 5-16

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

  順位 5-8 薦田 直哉 [1]  

   片山 隆太 [5] 

  片山 隆太 [5] 6-2 4-6 [10-8]   

    片山 隆太 [5] 

  藤本 理功  6-2 7-5  

  小野 クリス 藤本 理功  

  トファー滉生 [8] 5-7 7-5 [10-7]  

    

  順位 7-8 薦田 直哉 [1]  

  小野 クリス 薦田 直哉 [1] 

  トファー滉生 [8] 6-3 6-2  

    

  順位 9-16 河野 優  

   渡邊 脩真 

  渡邊 脩真 7-5 3-6 [12-10]   

    吉原 幹人 

  吉原 幹人  6-1 6-0  

   吉原 幹人  

  角 陽太 6-2 6-3   

    吉原 幹人 

  友成 悠生  6-1 6-1  

   友成 悠生  

  松浦 諄成 4-6 6-1 [10-3]   

    今井 汰育 

  石綿 凌空  6-4 6-4  

   今井 汰育  

  今井 汰育 6-7(3) 6-3 [11-9]  

    

  順位 11-12 渡邊 脩真  

   渡邊 脩真 

  友成 悠生 7-5 6-3  

    

  順位 13-16 河野 優  

   角 陽太 

  角 陽太 6-1 6-2   

    角 陽太 

  松浦 諄成  6-1 6-2  

   松浦 諄成  

  石綿 凌空 6-4 6-1  

    

  順位 15-16 河野 優  

   河野 優 

  石綿 凌空 6-4 6-1  

   

  



男子シングルス - 順位 17-32

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

  順位 17-24 中西 康輔  

   中西 康輔 

  間野 由大 6-0 6-3   

    中西 康輔 

  成松 孝彦  6-3 6-2  

   成松 孝彦  

  河内 優和 6-3 4-6 [10-4]   

    中西 康輔 

  武方 駿哉 [4]  6-3 6-4  

   武方 駿哉 [4]  

  市川 颯人 6-3 6-4   

    武方 駿哉 [4] 

  岩田 隼  6-4 7-5  

   岩田 隼  

  森 広樹 6-1 6-3   

    中西 康輔 

  伊藤 拓 [7]  6-3 5-7 [12-10]  

   伊藤 拓 [7]  

  窪田 晃大 6-3 6-4   

    伊藤 拓 [7] 

  金浦 俊哉  6-0 6-1  

   金浦 俊哉  

  友成 優仁 7-5 3-6 [10-5]   

    伊藤 拓 [7] 

  藤田 真叶  6-4 7-5  

   藤田 真叶  

  木村 優生 6-3 6-4   

    楠 波琉音 

  松田 悠晏  6-2 7-5  

   楠 波琉音  

  楠 波琉音 7-6(2) 6-1  

    

  順位 19-20 武方 駿哉 [4]  

   武方 駿哉 [4] 

  楠 波琉音 7-5 6-1  

    

  順位 21-24 成松 孝彦  

   成松 孝彦 

  岩田 隼 4-6 6-2 [10-7]   

    金浦 俊哉 

  金浦 俊哉  4-6 6-3 [11-9]  

   金浦 俊哉  

  藤田 真叶 6-2 6-2  

    

  順位 23-24 岩田 隼  

   岩田 隼 

  藤田 真叶 6-1 6-1  

    

  順位 25-32 間野 由大  

   河内 優和 

  河内 優和 6-4 6-2   

    市川 颯人 

  市川 颯人  2-6 6-3 [10-7]  

   市川 颯人  

  森 広樹 7-5 1-6 [10-7]   

    窪田 晃大 

  窪田 晃大  6-4 6-3  

   窪田 晃大  

  友成 優仁 6-1 6-4   

    窪田 晃大 

  木村 優生  6-0 6-2  

   松田 悠晏  

  松田 悠晏 6-0 7-6(5)  

    

  順位 27-28 河内 優和  

   河内 優和 

  松田 悠晏 6-2 3-6 [12-10]  

    

  順位 29-32 間野 由大  

   間野 由大 

  森 広樹 6-4 6-2   

    間野 由大 

  友成 優仁  1-6 7-6(4) [10-3]  

   友成 優仁  

  木村 優生 6-1 6-2  

    

  順位 31-32 森 広樹  

   森 広樹 

  木村 優生 6-1 7-5  

   



中国･四国チャレンジマッチ 令和元年10月１２日～１４日

女子シングルス びんご運動公園

所属団体 県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 トゥネＴＣ 山口 藤永 萌花 [1]  

   藤永 萌花 [1] 

2 ラ・ポーム 徳島 秋山 咲悠 6-0 6-0   

    藤永 萌花 [1] 

3 山陽女子中学校 岡山 大髙 智咲  6-3 6-2  

   大髙 智咲  

4 愛媛トレセン 愛媛 井上 ひまり 6-0 6-0   

    片山 皓 

5 屋島TC 香川 淵崎 絢  6-3 6-1  

   藤本 麻璃花  

6 Ｔｅｎｓｉｏｎ 広島 藤本 麻璃花 6-1 6-2   

    片山 皓 

7 柳生園ＴＣ 岡山 片山 皓  6-3 6-1  

   片山 皓  

8 今治明徳中学校 愛媛 濱田 暖菜 [5] 7-5 6-2   

    片山 皓 

9 丸亀テニスクラブ 香川 堀家 那菜 [4]  6-1 6-1  

   堀家 那菜 [4]  

10 グリーンベアーズ 島根 浦野 仁美 7-6(3) 6-4   

    堀家 那菜 [4] 

11 やすいそ庭球部 広島 井上 季子  6-2 3-6 [15-13]  

   井上 季子  

12 土佐女子中 高知 杉村 リナ 6-3 6-0   

    上野 梨咲 [6] 

13 Finalist TC 愛媛 渡部 日菜  3-6 6-2 [12-10]  

   渡邊 多笑  

14 ｅｖｅｒｙ　ＴＣ 岡山 渡邊 多笑 6-1 6-0   

    上野 梨咲 [6] 

15 高松北中学校 香川 向井 悠花  5-7 7-6(5) [10-4]  

   上野 梨咲 [6]  

16 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [6] 6-3 6-1   

    髙 絢果 [3] 

17 フォーレスト 香川 市原 小梅 [8]  6-3 6-2  

   市原 小梅 [8]  

18 山陽女子中学校 岡山 戸坂 文音 2-6 7-5 [10-8]   

    中岡 咲心 

19 やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心  6-1 7-5  

   中岡 咲心  

20 チームベア 愛媛 近江 慧 6-0 6-0   

    髙 絢果 [3] 

21 Finalist TC 愛媛 西原 琉羽  6-4 2-6 [10-6]  

   網田 永遠希  

22 ラスタットＴＣ 岡山 網田 永遠希 6-0 6-1   

    髙 絢果 [3] 

23 小西TS 香川 中村 明空歩  4-6 7-5 [11-9]  

   髙 絢果 [3]  

24 ＵＰ.Ｓｅｔ 広島 髙 絢果 [3] 6-1 6-1   

    髙 絢果 [3] 

25 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [7]  6-2 6-2  

   井上 佳苗 [7]  

26 高松北高校 香川 豊田 桜子 6-1 6-0   

    井上 佳苗 [7] 

27 山陽女子高校 岡山 河野 彩奈  7-6(3) 6-2  

   河野 彩奈  

28 山田テニスクラブ 徳島 中海 歩夢 6-0 6-3   

    井上 佳苗 [7] 

29 リアンテニスチーム 愛媛 石川 伽音  6-3 6-1  

   原田 遥  

30 ＴＣ　ＡＲＴ 岡山 原田 遥 6-1 6-0   

    原田 遥 

31 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚  6-1 6-2  

   大平 一花 [2]  

32 ローランギャロ 香川 大平 一花 [2] 6-4 6-3  

    

  順位 3-4 上野 梨咲 [6]  

   井上 佳苗 [7] 

  井上 佳苗 [7] 6-1 6-7(6) [10-7]  

   

  



女子シングルス - 順位 5-16

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

  順位 5-8 藤永 萌花 [1]  

   藤永 萌花 [1] 

  堀家 那菜 [4] 6-0 Ret.  

    中岡 咲心 

  中岡 咲心  7-6(6) 6-4  

   中岡 咲心  

  原田 遥 6-4 5-7 [12-10]  

    

  順位 7-8 堀家 那菜 [4]  

   原田 遥 

  原田 遥 7-5 6-3  

    

  順位 9-16 大髙 智咲  

   大髙 智咲 

  藤本 麻璃花 7-5 4-6 [10-8]   

    渡邊 多笑 

  井上 季子  7-6(4) 6-1  

   渡邊 多笑  

  渡邊 多笑 5-7 6-4 [10-8]   

    渡邊 多笑 

  市原 小梅 [8]  7-6(4) 7-5  

   網田 永遠希  

  網田 永遠希 6-3 6-2   

    網田 永遠希 

  河野 彩奈  6-7(4) 6-3 [10-6]  

   河野 彩奈  

  大平 一花 [2] 6-1 7-5  

    

  順位 11-12 大髙 智咲  

   河野 彩奈 

  河野 彩奈 6-3 6-3  

    

  順位 13-16 藤本 麻璃花  

   藤本 麻璃花 

  井上 季子 1-6 7-6(6) [10-5]   

    藤本 麻璃花 

  市原 小梅 [8]  7-5 6-1  

   大平 一花 [2]  

  大平 一花 [2] 6-3 6-4  

    

  順位 15-16 井上 季子  

   井上 季子 

  市原 小梅 [8] 6-4 6-3  

   

  



女子シングルス - 順位 17-32

所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

  順位 17-24 秋山 咲悠  

   秋山 咲悠 

  井上 ひまり 4-6 6-4 [10-6]   

    濱田 暖菜 [5] 

  淵崎 絢  6-2 6-0  

   濱田 暖菜 [5]  

  濱田 暖菜 [5] 6-0 6-1   

    濱田 暖菜 [5] 

  浦野 仁美  6-1 6-1  

   浦野 仁美  

  杉村 リナ 6-0 6-2   

    浦野 仁美 

  渡部 日菜  7-6(6) 6-1  

   渡部 日菜  

  向井 悠花 6-4 6-4   

    濱田 暖菜 [5] 

  戸坂 文音  6-1 6-0  

   戸坂 文音  

  近江 慧 6-0 6-4   

    戸坂 文音 

  西原 琉羽  6-2 6-1  

   中村 明空歩  

  中村 明空歩 6-4 7-5   

    戸坂 文音 

  豊田 桜子  6-2 6-3  

   豊田 桜子  

  中海 歩夢 6-0 6-4   

    遠藤 愛渚 

  石川 伽音  6-1 6-2  

   遠藤 愛渚  

  遠藤 愛渚 6-4 7-5  

    

  順位 19-20 浦野 仁美  

   遠藤 愛渚 

  遠藤 愛渚 6-0 7-5  

    

  順位 21-24 秋山 咲悠  

   渡部 日菜 

  渡部 日菜 6-2 6-4   

    豊田 桜子 

  中村 明空歩  6-1 6-4  

   豊田 桜子  

  豊田 桜子 6-1 6-0  

    

  順位 23-24 秋山 咲悠  

   中村 明空歩 

  中村 明空歩 7-5 6-4  

    

  順位 25-32 井上 ひまり  

   淵崎 絢 

  淵崎 絢 6-4 6-3   

    向井 悠花 

  杉村 リナ  7-5 6-1  

   向井 悠花  

  向井 悠花 6-1 6-2   

    石川 伽音 

  近江 慧  4-6 6-2 [10-6]  

   西原 琉羽  

  西原 琉羽 6-2 6-2   

    石川 伽音 

  中海 歩夢  6-3 6-1  

   石川 伽音  

  石川 伽音 6-1 6-4  

    

  順位 27-28 淵崎 絢  

   淵崎 絢 

  西原 琉羽 6-2 6-4  

    

  順位 29-32 井上 ひまり  

   井上 ひまり 

  杉村 リナ 7-5 6-1   

    井上 ひまり 

  近江 慧  6-1 6-3  

   近江 慧  

  中海 歩夢 2-6 6-4 [10-7]  

    

  順位 31-32 杉村 リナ  

   中海 歩夢 

  中海 歩夢 6-1 6-2  

   


