
１８才以下男子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 中村　元  

   中村　元

2 高松西高 香川 坪内　陽星 8-0  

    中村　元

3 高知高 高知 西原　大河  8-1

   西原　大河  

4 城南高 徳島 猪内　遼平 8-0  

    中村　元

5 阿南光高 徳島 多賀原　亮哉  6-2 6-4

   吉田　剛  

6 松山商業高 愛媛 吉田　剛 8-4  

    村上　喬

7 徳島市立高 徳島 宮崎　魁  8-0

   村上　喬  

8 高松北高 香川 村上　喬 8-4  

    中村　元

9 高松高 香川 宮脇　大志  6-1 6-2

   宮脇　大志  

10 高知中央高 高知 家迫　貢大 8-0  

    宮脇　大志

11 八幡浜高 愛媛 岡村　悠雅  8-2

   山地　恭平  

12 香川高専 香川 山地　恭平 8-3  

    芳谷　仁

13 松山北高 愛媛 渡部　晴統  4-6 6-1 10-1

   渡部　晴統  

14 土佐高 高知 植田　直人 8-2  

    芳谷　仁

15 高知高 高知 乙部　輝  8-2

   芳谷　仁  

16 高松北高 香川 芳谷　仁 8-0  

    中村　元

17 新田高 愛媛 正岡　拓人  6-1 6-4

   正岡　拓人  

18 高松北高 香川 関本　椋 8-5  

    正岡　拓人

19 松山北高 愛媛 山内　舜  8-5

   濵田　航太  

20 城南高 徳島 濵田　航太 8-5  

    正岡　拓人

21 城南高 徳島 門田　和航  6-0 6-0

   門田　和航  

22 土佐中 高知 市吉　風音 8-5  

    池田　大斗

23 高知学芸高 高知 塩見　武史  8-2

   池田　大斗  

24 城南高 徳島 池田　大斗 8-1  

    羽山　昂輝

25 高松北高 香川 近藤　龍斗  6-4 1-6 6-2

   近藤　龍斗  

26 城ノ内高 徳島 吉田　光希 8-2  

    近藤　龍斗

27 大洲農業高 愛媛 平井　智隆  8-3

   市吉　優生  

28 土佐高 高知 市吉　優生 8-2  

    羽山　昂輝

29 西条農業高 愛媛 工藤　温人  6-1 6-3

   井川　翼  

30 城南高 徳島 井川　翼 8-4  

    羽山　昂輝

31 坂出高 香川 新居　岳士  8-4

   羽山　昂輝  

32 徳島市立高 徳島 羽山　昂輝 8-5

    

補欠1 高知高 高知 森下　龍之介
補欠2 坂出高 香川 角道　紀文

  

 芳谷　仁  

 芳谷　仁 

  正岡　拓人 5-7 6-1 6-2   

  

 村上　喬  

   村上　喬 

  宮脇　大志 w.o.  

    村上　喬 

  池田　大斗  6-4  

   池田　大斗  

  近藤　龍斗 6-2    
   

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選

順位 3-4 

順位 5-8 

２０１９年７月１３～１５日　高知東部運動場/高知県春野運動公園



１８才以下女子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 濱永　花季  

   濱永　花季

2 土佐高 高知 杉原　彩 8-0  

    濱永　花季

3 徳島市立高 徳島 川田　香菜子  8-2

   川田　香菜子  

4 新田高 愛媛 相原　礼佳 8-2  

    濱永　花季

5 土佐高 高知 高橋　詩織  6-1 6-0

   三原　千廣  

6 坂出高 香川 三原　千廣 8-6  

    六車　祐里佳

7 徳島市立高 徳島 保里　妃香  9-8(2)

   六車　祐里佳  

8 高松北高 香川 六車　祐里佳 8-4  

    濱永　花季

9 新田高 愛媛 吉井　あかり  6-3 2-6 7-5

   吉井　あかり  

10 高松北高 香川 中山　穂香 8-2  

    吉井　あかり

11 済美高 愛媛 内田　さくら  8-1

   内田　さくら  

12 高松北高 香川 藤明　真奈 8-2  

    吉井　あかり

13 高知中央高 高知 鎌倉　汐里  6-4 6-2

   吉田　真優  

14 徳島商業高 徳島 吉田　真優 8-6  

    兼田　若奈

15 高松南高 香川 山田　真央  8-0

   兼田　若奈  

16 城東高 徳島 兼田　若奈 8-0  

    濱永　花季

17 徳島商業高 徳島 今川　さくら  7-5 6-3

   今川　さくら  

18 高知中央高 高知 山中　優 8-3  

    佐藤　葉菜

19 徳島商業高 徳島 佐藤　葉菜  8-3

   佐藤　葉菜  

20 愛大附属高 愛媛 吉村　紗葉 8-0  

    喜田　若菜

21 坂出高 香川 戸田　梓乃  6-3 6-4

   近藤　ひな子  

22 済美平成高 愛媛 近藤　ひな子 8-3  

    喜田　若菜

23 土佐女子高 高知 和井　佑奈  8-2

   喜田　若菜  

24 高松北高 香川 喜田　若菜 8-0  

    喜田　若菜

25 坂出高 香川 市原　すみれ  6-1 6-3

   松本　旭夏  

26 新田高 愛媛 松本　旭夏 8-2  

    松本　旭夏

27 徳島商業高 徳島 豊実　采佳  8-4

   豊実　采佳  

28 土佐塾高 高知 公文　ひかる 8-1  

    吉田　涼音

29 新田高 愛媛 山田　舞衣  6-2 6-4

   山田　舞衣  

30 北宇和高 愛媛 岡部　友紀 8-3  

    吉田　涼音

31 土佐女子高 高知 高橋　いよ  8-1

   吉田　涼音  

32 新田高 愛媛 吉田　涼音 8-0

    

補欠1 高知商業高 高知 河渕　真菜
補欠2 徳島商業高 徳島 大橋　香於里

  

 吉井　あかり  

 吉田　涼音 

  吉田　涼音 6-0 7-5   

  

 六車　祐里佳  

   兼田　若奈 

  兼田　若奈 6-4   

    松本　旭夏 

  佐藤　葉菜  6-4  

   松本　旭夏  
  松本　旭夏 7-6(5)    

２０１９年７月１３～１５日　高知県春野運動公園

順位 3-4 

順位 5-8 

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選



１６才以下男子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 丹下　颯希  

   丹下　颯希

2 徳島市立高 徳島 友竹　喬則 8-2  

    丹下　颯希

3 土佐高 高知 中山　亮輔  8-1

   和田　涼吾  

4 英明高 香川 和田　涼吾 8-2  

    丹下　颯希

5 新田高 愛媛 石丸　琉生  6-1 6-1

   石丸　琉生  

6 城南高 徳島 松田　久遠 8-3  

    山内　渉

7 城南高 徳島 山田　稜真  8-5

   山内　渉  

8 松山北高 愛媛 山内　渉 8-2  

    丹下　颯希

9 HIROテニスカレッジ 徳島 薦田　直哉  6-1 6-1

   薦田　直哉  

10 桜町中 香川 中原　仁誇 8-1  

    薦田　直哉

11 土佐高 高知 松井　孝汰郎  8-1

   長谷　友樹  

12 英明高 香川 長谷　友樹 8-2  

    薦田　直哉

13 高知中央高 高知 片岡　駿  6-4 6-3

   井上　憂大  

14 城南高 徳島 井上　憂大 8-2  

    井上　憂大

15 3PLUS 愛媛 谷友　璃久  8-4

   熊野　宗太  

16 チームラビット 香川 熊野　宗太 8-6  

    丹下　颯希

17 城南高 徳島 東　太陽  6-2 6-3

   東　太陽  

18 英明高 香川 藤田　真叶 8-6  

    土居　凜

19 高知学芸高 高知 土居　凜  8-5

   土居　凜  

20 ラ・ポーム 徳島 杉田　誠人 8-5  

    大島　望

21 坂吉Jr 愛媛 河野　優  6-3 6-2

   成松　孝彦  

22 松山西中等 愛媛 成松　孝彦 9-7  

    大島　望

23 土佐中 高知 大谷　卓矢  8-4

   大島　望  

24 高松北高 香川 大島　望 8-1  

    片上　智貴

25 高知中央高 高知 上岡　波留  6-3 1-6 7-5

   上岡　波留  

26 新田高 愛媛 土居　魁心 8-3  

    上岡　波留

27 新田高 愛媛 宇田　望夢  8-2

   宇田　望夢  

28 高知中 高知 市川　颯人 8-5  

    片上　智貴

29 城南高 徳島 寺崎　呼人  6-2 6-1

   前田　晟明  

30 高松北高 香川 前田　晟明 8-0  

    片上　智貴

31 高松北高 香川 二條　昂佑  8-2

   片上　智貴  

32 新田高 愛媛 片上　智貴 9-7

    

補欠1 O.P.A tennis 徳島 友成　優仁
補欠2 土佐塾高 高知 上村　南

   

 薦田　直哉  

 大島　望 

  大島　望 7-5 6-0   

   

 山内　渉  

   山内　渉 

  井上　憂大 6-4   

    上岡　波留 

  土居　凜  6-2  

   上岡　波留  

  上岡　波留 6-4    
  

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知東部運動場/高知県春野運動公園

順位 3-4 

順位 5-8 



１６才以下女子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ガーデン 徳島 田中　藍衣  

   田中　藍衣

2 土佐高 高知 佐野　理咲 8-2  

    田中　藍衣

3 高知中 高知 杉浦　里奈  8-3

   古市　宙  

4 高松北高 香川 古市　宙 8-5  

    豊田　桜子

5 城南高 徳島 松橋　ななみ  6-2 2-6 10-7

   豊田　桜子  

6 高松北高 香川 豊田　桜子 8-2  

    豊田　桜子

7 済美高 愛媛 田中　唯羽  8-0

   松下　千織  

8 城南高 徳島 松下　千織 8-1  

    豊田　桜子

9 松山西中等 愛媛 本田　ひまり  6-2 6-2

   本田　ひまり  

10 土佐高 高知 谷本　若菜 8-0  

    本田　ひまり

11 徳島商業高 徳島 木元　胡桃  8-2

   植杉　凪紗  

12 済美高 愛媛 植杉　凪紗 8-0  

    本田　ひまり

13 城南高 徳島 福井　聖  6-2 6-3

   宮地　優空  

14 英明高 香川 宮地　優空 8-0  

    藤井　花楓

15 松山西中等 愛媛 藤井　花楓  8-3

   藤井　花楓  

16 高松北高 香川 土谷　凜 8-4  

    大平　一花

17 WINNER 愛媛 近藤　唯  6-3 6-4

   近藤　唯  

18 高知高 高知 岡本　葵 8-1  

    近藤　唯

19 新田高 愛媛 村田　千聡  8-6

   村田　千聡  

20 徳島商業高 徳島 近名　遥夏 8-0  

    大平　一花

21 三木高 香川 大屋敷　沙津貴  6-0 6-1

   岡久　志和  

22 徳島商業高 徳島 岡久　志和 8-5  

    大平　一花

23 土佐高 高知 中野　実愛  8-3

   大平　一花  

24 ローランギャロ 香川 大平　一花 8-0  

    大平　一花

25 土佐高 高知 山田　芽依  4-6 6-2 6-3

   山田　芽依  

26 今治明徳高矢田校 愛媛 村瀬　萌 8-3  

    吉田　凜花

27 3PLUS 愛媛 森岡　花菜  9-7

   吉田　凜花  

28 徳島商業高 徳島 吉田　凜花 8-3  

    阪口　明香

29 トキワＴＣ 香川 住友　里穏  6-2 6-4

   住友　里穏  

30 F.S.S 高知 中野　桃香 8-0  

    阪口　明香

31 高松北高 香川 芹田　七海  8-3

   阪口　明香  

32 新田高 愛媛 阪口　明香 8-3

    

補欠1 済美高 愛媛 武方　萌彩
補欠2 土佐女子高 高知 川村　理桜

  

 本田　ひまり  

 本田　ひまり 

  阪口　明香 6-1 6-2   

  

 田中　藍衣  

   田中　藍衣 

  藤井　花楓 6-4   

    田中　藍衣 

  近藤　唯  6-3  

   吉田　凜花  
  吉田　凜花 7-6(5)    

   

順位 5-8 

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知県春野運動公園

順位 3-4 



１８才以下男子ダブルス
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高 愛媛 中村　元

1 新田高 愛媛 正岡　拓人 中村　元

高松北高 香川 福田　夕真 正岡　拓人

2 高松北高 香川 菰淵　貫太 8-1 中村　元

高知中央高 高知 家迫　貢大  正岡　拓人

3 高知中央高 高知 山口　郁海 家迫　貢大 8-0

英明高 香川 佐藤　海州 山口　郁海  

4 英明高 香川 林　尚希 9-8(3) 中村　元

高松北高 香川 村上　喬  正岡　拓人

5 高松北高 香川 近藤　龍斗 村上　喬 8-0

松山城南高 愛媛 突永　鼓南 近藤　龍斗  

6 松山城南高 愛媛 西下　周作 8-0 村上　喬

土佐高 高知 市吉　優生  近藤　龍斗

7 土佐中 高知 市吉　風音 井川　翼 9-7

城南高 徳島 井川　翼 池田　大斗  

8 城南高 徳島 池田　大斗 8-1 中村　元

土佐高 高知 伊野部　重智  正岡　拓人

9 土佐高 高知 植田　直人 岸本　勇人 8-3

城南高 徳島 岸本　勇人 門田　和航  

10 城南高 徳島 門田　和航 8-6 秋山　将太郎

松山商業高 愛媛 吉田　剛  西原　大河

11 松山商業高 愛媛 山本　真輝 秋山　将太郎 8-6

高知高 高知 秋山　将太郎 西原　大河  

12 高知高 高知 西原　大河 8-2 宮崎　魁

城南高 徳島 濵田　航太  羽山　昂輝

13 城南高 徳島 猪内　遼平 濵田　航太 8-2

英明高 香川 中村　辰耶 猪内　遼平  

14 英明高 香川 中谷　陽斗 8-2 宮崎　魁

松山北高 愛媛 山内　舜  羽山　昂輝

15 松山北高 愛媛 渡部　晴統 宮崎　魁 8-2

徳島市立高 徳島 宮崎　魁 羽山　昂輝  

16 徳島市立高 徳島 羽山　昂輝 8-1

    

高松北高 香川 芳谷　仁

高松北高 香川 関本　椋

  村上　喬 

 近藤　龍斗 村上　喬 

秋山　将太郎 近藤　龍斗 

西原　大河 8-2  

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知東部運動場/高知県春野運動公園

補欠

順位 3-4 



１８才以下女子ダブルス
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高 愛媛 吉井　あかり

1 新田高 愛媛 濱永　花季 吉井　あかり

徳島市立高 徳島 保里　妃香 濱永　花季

2 徳島市立高 徳島 川田　香菜子 8-3 吉井　あかり

高松南高 香川 山田　真央  濱永　花季

3 高松南高 香川 藤田　梨緒 山田　真央 8-0

高知中央高 高知 山中　優 藤田　梨緒  

4 高知中央高 高知 鎌倉　汐里 8-1 吉井　あかり

徳島商業高 徳島 今川　さくら  濱永　花季

5 徳島商業高 徳島 佐藤　葉菜 今川　さくら 4-6 6-1 [10-8]

土佐女子高 高知 和井　佑奈 佐藤　葉菜  

6 土佐女子高 高知 国広　美咲 8-0 今川　さくら

徳島商業高 徳島 西川　菜摘  佐藤　葉菜

7 徳島商業高 徳島 豊実　采佳 中山　穂香 8-2

高松北高 香川 中山　穂香 藤明　真奈  

8 高松北高 香川 藤明　真奈 8-5 吉井　あかり

高知学芸高 高知 磯部　みのり  濱永　花季

9 高知学芸高 高知 竹内　杏樹 山田　舞衣 4-6 6-1 [10-7]

新田高 愛媛 山田　舞衣 相原　礼佳  

10 新田高 愛媛 相原　礼佳 8-0 山田　舞衣

坂出高 香川 市原　すみれ  相原　礼佳

11 坂出高 香川 戸田　梓乃 市原　すみれ 9-8(4)

土佐高 高知 杉原　彩 戸田　梓乃  

12 土佐高 高知 高橋　詩織 8-6 六車　祐里佳

徳島商業高 徳島 吉田　真優  喜田　若菜

13 徳島商業高 徳島 岩崎　帆乃佳 吉田　涼音 6-4 6-2

新田高 愛媛 吉田　涼音 松本　旭夏  

14 新田高 愛媛 松本　旭夏 8-2 六車　祐里佳

済美高 愛媛 内田　さくら  喜田　若菜

15 済美高 愛媛 西本　紗菜 六車　祐里佳 8-6

高松北高 香川 六車　祐里佳 喜田　若菜  

16 高松北高 香川 喜田　若菜 8-1

    

土佐女子高 高知 高橋　いよ

土佐女子高 高知 山本　佳歩

  今川　さくら 

 佐藤　葉菜 今川　さくら 

山田　舞衣 佐藤　葉菜 

相原　礼佳 8-0  

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知県春野運動公園

順位 3-4 

補欠



１６才以下男子ダブルス
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高 愛媛 丹下　颯希

1 新田高 愛媛 片上　智貴 丹下　颯希

高知中 高知 市川　颯人 片上　智貴

2 高知高 高知 野町　達也 8-2 丹下　颯希

新田高 愛媛 土居　魁心  片上　智貴

3 新田高 愛媛 沖本　将生 土居　魁心 8-1

高松北高 香川 中西　健斗 沖本　将生  

4 高松北高 香川 二條　昂佑 8-4 丹下　颯希

高知中央高 高知 上岡　波留  片上　智貴

5 高知中央高 高知 片岡　駿 前田　晟明 8-1

高松北高 香川 前田　晟明 大島　望  

6 高松北高 香川 大島　望 8-5 前田　晟明

松山西中等 愛媛 坂本　夢希  大島　望

7 松山西中等 愛媛 成松　孝彦 寺崎　呼人 8-0

城南高 徳島 寺崎　呼人 山田　稜真  

8 城南高 徳島 山田　稜真 9-7 丹下　颯希

城南高 徳島 井上　憂大  片上　智貴

9 城南高 徳島 東　太陽 井上　憂大 8-5

高知学芸高 高知 土居　凜 東　太陽  

10 高知学芸高 高知 岡林　康生 8-6 井上　憂大

土佐高 高知 中山　亮輔  東　太陽

11 土佐中 高知 大谷　卓矢 熊野　宗太 8-3

チームラビット 香川 熊野　宗太 藤田　真叶  

12 英明高 香川 藤田　真叶 8-3 三代　真大

桜町中 香川 中原　仁誇  薦田　直哉

13 桜町中 香川 坂東　郁都 友成　優仁 8-3

O.P.A. tennis 徳島 友成　優仁 岡本　大遥  

14 TSK 徳島 岡本　大遥 8-2 三代　真大

新田高 愛媛 宇田　望夢  薦田　直哉

15 新田高 愛媛 石丸　琉生 三代　真大 8-4

城南高 徳島 三代　真大 薦田　直哉  

16 HIROテニスカレッジ 徳島 薦田　直哉 8-3

    

松山北高 愛媛 山内　渉

3PLUS 愛媛 谷友　璃久

  前田　晟明 

 大島　望 前田　晟明 

井上　憂大 大島　望 

東　太陽 8-2  

 

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知東部運動場/高知県春野運動公園

補欠

順位 3-4 



１６才以下女子ダブルス
所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高 愛媛 村田　千聡

1 新田高 愛媛 阪口　明香 村田　千聡

高知中 高知 杉浦　里奈 阪口　明香

2 高知中 高知 田所　嵯千 8-0 植杉　凪紗

済美高 愛媛 植杉　凪紗  武方　萌彩

3 済美高 愛媛 武方　萌彩 植杉　凪紗 8-6

徳島市立高 徳島 三原　ゆい 武方　萌彩  

4 徳島市立高 徳島 後藤　梨緒 8-0 植杉　凪紗

徳島商業高 徳島 吉田　凜花  武方　萌彩

5 徳島商業高 徳島 岡久　志和 吉田　凜花 6-2 2-6 [10-4]

高知南高 高知 戸田　明里 岡久　志和  

6 高知南高 高知 本山　視久 8-0 吉田　凜花

高松北高 香川 土谷　凜  岡久　志和

7 ローランギャロ 香川 大平　一花 土谷　凜 8-6

済美高 愛媛 田中　唯羽 大平　一花  

8 WINNER 愛媛 近藤　唯 8-5 芹田　七海

高知学芸高 高知 尾木　理保  豊田　桜子

9 高知学芸高 高知 渡邉　渚月 松下　千織 6-4 6-2

城南高 徳島 松下　千織 松橋　ななみ  

10 城南高 徳島 松橋　ななみ 8-1 松下　千織

英明高 香川 宮地　優空  松橋　ななみ

11 英明高 香川 宮地　優羽 宮地　優空 8-6

土佐高 高知 山田　芽依 宮地　優羽  

12 土佐高 高知 谷本　若菜 9-8(3) 芹田　七海

松山西中等 愛媛 本田　ひまり  豊田　桜子

13 松山西中等 愛媛 藤井　花楓 本田　ひまり 6-3 6-0

高松北高 香川 堀　葵 藤井　花楓  

14 高松北高 香川 高原　萌乃 8-3 芹田　七海

徳島商業高 徳島 井内　蒼葉  豊田　桜子

15 徳島商業高 徳島 近藤　日和 芹田　七海 8-5

高松北高 香川 芹田　七海 豊田　桜子  

16 高松北高 香川 豊田　桜子 8-0

    

徳島商業高 徳島 木元胡桃

徳島商業高 徳島 近名遥夏

 吉田　凜花 

 岡久　志和 吉田　凜花 

松下　千織 岡久　志和 

松橋　ななみ 8-3  

2019全日本ジュニアテニス選手権大会　四国地域予選
２０１９年７月１３～１５日　高知県春野運動公園

補欠

順位 3-4 


