
[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-16男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 愛媛トレセン 伊藤 拓 [1]  

  伊藤 拓 [1]

2 土佐高校 濱口 竜輝 8-0  

   伊藤 拓 [1]

3 フォーレスト 東野 光祐  8-2

  玉井 凛太郎  

4 新田高校 玉井 凛太郎 8-5  

   伊藤 拓 [1]

5 高松高校 大塚 暖雪  6-0 6-3

  井原 康太  

6 城南高校 井原 康太 8-4  

   西原 大海 [5]

7 新田高校 大塚 陽士  8-3

  西原 大海 [5]  

8 高知高校 西原 大海 [5] 8-1  

   伊藤 拓 [1]

9 高松北高校 森 広樹 [3]  8-1

  森 広樹 [3]  

10 城南高校 吉岡 仙太郎 8-1  

   森 広樹 [3]

11 高知南高校 佐川 季来  8-1

  蓑田 優築  

12 ＷＩＮＮＥＲ 蓑田 優築 8-1  

   森 広樹 [3]

13 高松北高校 染川 朋輝  6-4 7-5

  染川 朋輝  

14 C.Pain Tennis 鹿島 颯人 8-3  

   石綿 凌空 [5]

15 土佐高校 濵田 真通  8-1

  石綿 凌空 [5]  

16 道後中学校 石綿 凌空 [5] 8-1  

   伊藤 拓 [1]

17 丸亀TC 俣野 雅仁 [5]  8-2

  俣野 雅仁 [5]  

18

HIROテニスカレッ

ジ 大竹 悠斗 8-1  

   鈴木 大遥

19 新田高校 石丸 隼人  8-3

  鈴木 大遥  

20 高松北高校 鈴木 大遥 8-3  

   楠 波琉音 [3]

21 高知中央高校 岡本 寛太  6-4 6-3

  岡本 寛太  

22 OZONO&GURIM 吉田 伊織 8-6  

   楠 波琉音 [3]

23 新田高校 若松 航輝  8-0

  楠 波琉音 [3]  

24 高松北高校 楠 波琉音 [3] 8-3  

   楠 波琉音 [3]

25 城南高校 松田 悠晏 [5]  8-4

  松田 悠晏 [5]  

26 土佐高校 斉藤 名趣 8-1  

   鈴木 瑛翔

27 桜町中学校 中西 柊翔  8-1

  鈴木 瑛翔  

28 新田高校 鈴木 瑛翔 8-4  

   濵永 佐介 [2]

29 高松桜井高校 土居 優斗  6-2 7-5

  山田 倫太朗  

30 土佐高校 山田 倫太朗 8-5  

   濵永 佐介 [2]

31 城南高校 桝井 惟晶  8-2

  濵永 佐介 [2]  

32 愛媛トレセン 濵永 佐介 [2] 9-8(2)

   

 順位 3-4 森 広樹 [3]  

  濵永 佐介 [2]

 濵永 佐介 [2] 8-5

  

 

U-16男子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 西原 大海 [5]  

  石綿 凌空 [5]

 石綿 凌空 [5] w.o.  

   鈴木 瑛翔

 鈴木 大遥  6-3

  鈴木 瑛翔  

 鈴木 瑛翔 6-0

  

 順位 7-8 Bye  

  鈴木 大遥

 鈴木 大遥  

  



[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-18男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 新田高校 丹下 颯希 [1]  

  丹下 颯希 [1]

2 城南高校 村上 諒悟 8-0  

   丹下 颯希 [1]

3 高知中央高校 上岡 波留  8-2

  上岡 波留  

4 英明高校 長谷 友樹 8-2  

   丹下 颯希 [1]

5 新田高校 河野 優  6-2 6-3

  河野 優  

6 城南高校 吉成 開 8-2  

   二條 昂佑 [5]

7 新田高校 沖本 将生  8-3

  二條 昂佑 [5]  

8 高松北高校 二條 昂佑 [5] 9-8(5)  

   前田 晟明 [5]

9 新田高校 宇田 望夢 [3]  w.o.

  宇田 望夢 [3]  

10 香川中央高校 元二 海成 8-0  

   宇田 望夢 [3]

11 城南高校 岡本 大遥  8-6

  市川 颯人  

12 高知高校 市川 颯人 8-3  

   前田 晟明 [5]

13 土佐高校 大谷 卓矢  6-4 6-2

  山内 渉  

14 松山北高校 山内 渉 8-1  

   前田 晟明 [5]

15 城南高校 濵田 賢太  8-4

  前田 晟明 [5]  

16 高松北高校 前田 晟明 [5] 8-1  

   薦田 直哉 [2]

17 松山西中等教育学校 成松 孝彦 [5]  8-5

  成松 孝彦 [5]  

18 高知学芸高校 土居 凜 8-5  

   成松 孝彦 [5]

19 英明高校 熊野 宗太  8-4

  熊野 宗太  

20 三木高校 津川 大和 8-4  

   大島 望 [3]

21 高知中央高校 片岡 駿  6-1 6-2

  石丸 琉生  

22 新田高校 石丸 琉生 8-6  

   大島 望 [3]

23 城ノ内高校 友成 優仁  8-5

  大島 望 [3]  

24 高松北高校 大島 望 [3] 8-4  

   薦田 直哉 [2]

25 高知中央高校 寒作 悠司 [5]  8-2

  寒作 悠司 [5]  

26 松山東高校 金浦 正宗 8-1  

   寒作 悠司 [5]

27 英明高校 藤田 真叶  8-2

  藤田 真叶  

28 西条高校 谷友 璃久 8-3  

   薦田 直哉 [2]

29 高知高校 金子 剛流  6-4 7-5

  中原 仁誇  

30 高松北高校 中原 仁誇 8-4  

   薦田 直哉 [2]

31 鳴門高校 阿部 琉世  8-2

  薦田 直哉 [2]  

32 新田高校 薦田 直哉 [2] 8-0

   

 順位 3-4 丹下 颯希 [1]  

  大島 望 [3]

 大島 望 [3] w.o.

  

 

U-18男子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 二條 昂佑 [5]  

  二條 昂佑 [5]

 宇田 望夢 [3] 6-4  

   二條 昂佑 [5]

 成松 孝彦 [5]  7-6(4)

  成松 孝彦 [5]  

 寒作 悠司 [5] 7-6(6)

  

 順位 7-8 宇田 望夢 [3]  

   

 寒作 悠司 [5] Not Played

  

 



[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-16女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 テニスプラス 堀家 那菜 [1]  

  堀家 那菜 [1]

2 徳島商業高校 上杉 茉凜 8-2  

   堀家 那菜 [1]

3 Finalist TC 渡部 日菜  8-1

  富久 木々路  

4 えばらＩＴＣ 富久 木々路 8-6  

   堀家 那菜 [1]

5 新田高校 日野 紗良  6-0 6-0

  日野 紗良  

6 徳島商業高校 中原 奈々 8-0  

   日野 紗良

7 坂出高校 戸田 莉生  8-4

  平野 礼菜 [5]  

8 高知高校 平野 礼菜 [5] 8-6  

   堀家 那菜 [1]

9 新田高校 石川 伽音 [3]  8-4

  石川 伽音 [3]  

10

シオンテニスクラ

ブ 中川 舞羽 8-2  

   石川 伽音 [3]

11 土佐女子高校 杉村 リナ  8-3

  杉村 リナ  

12 三木中学校 佐々木 祐佳 8-3  

   石川 伽音 [3]

13 小西TS 中村 希莉亜  6-1 6-0

  中村 希莉亜  

14 高知中央高校 平井 七海 8-5  

   西原 琉羽

15 Finalist TC 西原 琉羽  8-1

  西原 琉羽  

16 高知中央高校 山中 麟 [5] 8-2  

   堀家 那菜 [1]

17 土佐塾高校 本𠮷 梨紗 [5]  8-0

  近江 慧  

18 新田高校 近江 慧 8-1  

   近江 慧

19 高松北高校 藤澤 和佳  8-0

  藤澤 和佳  

20

シオンテニスクラ

ブ 岡久 紋乃 9-8(5)  

   西森 暖乃 [3]

21 土佐高校 山中 星空来  6-1 6-2

  紀之定 寿佳  

22 済美高校 紀之定 寿佳 8-1  

   西森 暖乃 [3]

23 三木中学校 尾崎 帆乃夏  8-3

  西森 暖乃 [3]  

24

HIROテニスカレッ

ジ 西森 暖乃 [3] 8-0  

   濱田 暖菜 [2]

25 屋島TC 中村 明空歩 [5]  8-4

  中村 明空歩 [5]  

26 松山東高校 植田 実咲 8-1  

   中村 明空歩 [5]

27 アメリカンテニス 秋山 咲悠  8-3

  秋山 咲悠  

28 高知中学校 入田 葵 8-2  

   濱田 暖菜 [2]

29 高松北高校 多田 愛叶  7-5 6-1

  池内 奈々  

30 土佐高校 池内 奈々 8-4  

   濱田 暖菜 [2]

31

シオンテニスクラ

ブ 岡田 一咲  8-0

  濱田 暖菜 [2]  

32 新田高校 濱田 暖菜 [2] 8-0

   

 順位 3-4 石川 伽音 [3]  

  石川 伽音 [3]

 西森 暖乃 [3] 8-4

  

 

U-16女子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 日野 紗良  

  日野 紗良

 西原 琉羽 6-4  

   中村 明空歩 [5]

 近江 慧  6-2

  中村 明空歩 [5]  

 中村 明空歩 [5] 6-3

  

 順位 7-8 西原 琉羽  

   

 近江 慧 Not Played

  

 



[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-18女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 新田高校 村田 千聡 [1]  

  宮地 優羽

2 英明高校 宮地 優羽 8-6  

   宮地 優羽

3 高知高校 杉浦 里奈  8-1

  石森 日佳理  

4 新田高校 石森 日佳理 8-5  

   吉田 凜花

5 済美高校 西本 梨乃  6-2 7-5

  吉田 凜花  

6 徳島商業高校 吉田 凜花 8-1  

   吉田 凜花

7 土佐女子高校 土居 咲陽  8-5

  豊田 桜子 [5]  

8 高松北高校 豊田 桜子 [5] 8-0  

   吉田 凜花

9 丸亀高校 大平 一花 [3]  8-4

  大平 一花 [3]  

10 北宇和高校 松本 奈幹 8-1  

   大平 一花 [3]

11 徳島商業高校 岡久 志和  8-0

  岡久 志和  

12 土佐塾高校 本𠮷 由依 8-1  

   大平 一花 [3]

13 高松北高校 古市 宙  6-1 6-3

  古市 宙  

14 済美高校 田中 唯羽 8-1  

   古市 宙

15 土佐女子高校 岡林 芙美  8-1

  田中 藍衣 [5]  

16 城東高校 田中 藍衣 [5] 8-1  

   阪口 明香 [3]

17 英明高校 宮地 優空 [5]  8-3

  宮地 優空 [5]  

18 土佐女子高校 川村 理桜 8-0  

   武方 萌彩

19 城南高校 島田 凛  8-4

  武方 萌彩  

20 済美高校 武方 萌彩 8-1  

   阪口 明香 [3]

21 徳島商業高校 木元 胡桃  6-3 6-0

  木元 胡桃  

22 高知高校 岡本 栞歩 8-1  

   阪口 明香 [3]

23 三木高校 大屋敷 紗津貴  8-0

  阪口 明香 [3]  

24 新田高校 阪口 明香 [3] 8-1  

   阪口 明香 [3]

25 城南高校 松下 千織 [5]  8-2

  松下 千織 [5]  

26 松山西中等教育学校 石田 紗月 8-2  

   土谷 凜

27 土佐塾高校 横畠 舞桜  8-6

  土谷 凜  

28 高松北高校 土谷 凜 8-1  

   土谷 凜

29 松山西中等教育学校 藤井 花楓  1-6 6-3 11-9

  堀 葵  

30 高松北高校 堀 葵 8-3  

   近藤 唯 [2]

31 徳島商業高校 坂口 実夢  8-3

  近藤 唯 [2]  

32 新田高校 近藤 唯 [2] 8-0

   

 順位 3-4 大平 一花 [3]  

  大平 一花 [3]

 土谷 凜 8-5

  

 

U-18女子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 宮地 優羽  

  古市 宙

 古市 宙 6-4  

   近藤 唯 [2]

 武方 萌彩  6-3

  近藤 唯 [2]  

 近藤 唯 [2] 6-2

  

 順位 7-8 宮地 優羽  

   

 武方 萌彩 Not Played

  

 



[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-16男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

高松北高校  染川 朋輝 [1]

1 高松北高校  楠 波琉音 染川 朋輝 [1]

土佐高校 壬生 裕斗 楠 波琉音

2 土佐高校 岩田 悠志 8-1 染川 朋輝 [1]

高知高校 友成 航大  楠 波琉音

3 高知高校 西原 大海 大塚 陽士 8-3

新田高校 大塚 陽士 玉井 凛太郎  

4 新田高校 玉井 凛太郎 8-1 染川 朋輝 [1]

城南高校 井原 康太 [3]  楠 波琉音

5 城南高校 松田 悠晏 井原 康太 [3] 6-4 4-6 10-6

英明高校  朝比奈 琉成 松田 悠晏  

6 英明高校  美馬 蒼司 8-3 濵永 佐介

愛媛トレセン 濵永 佐介  石綿 凌空

7 道後中学校 石綿 凌空 濵永 佐介 9-7

小西TS  吉川 将吾 石綿 凌空  

8 フォーレスト  東野 光祐 8-6 染川 朋輝 [1]

桜町中学校  中西 柊翔  楠 波琉音

9 高松北高校  森 広樹 中西 柊翔 6-2 7-5

城南高校 吉岡 仙太郎 森 広樹  

10 城南高校 早見 天斗 8-0 中西 柊翔

HIROテニスカレッジ 大竹 悠斗  森 広樹

11 HIROテニスカレッジ 美馬 智生 大竹 悠斗 8-2

土佐高校 斉藤 名趣 [3] 美馬 智生  

12 土佐高校 濱口 竜輝 8-6 中西 柊翔

城南高校 林 奎達  森 広樹

13 城南高校 長尾 春樹 立川 晃至 6-3 7-6(6)

新田高校 立川 晃至 若松 航輝  

14 新田高校 若松 航輝 9-7 伊藤 拓 [2]

高知南高校 中村 季雅  鈴木 瑛翔

15 高知南高校 佐川 季来 伊藤 拓 [2] 8-6

愛媛トレセン 伊藤 拓 [2] 鈴木 瑛翔  

16 新田高校 鈴木 瑛翔 8-1

  濵永 佐介

 順位 3-4 石綿 凌空 濵永 佐介

 伊藤 拓 [2] 石綿 凌空

 鈴木 瑛翔 6-3 4-6 10-7

  

 



[ジュニア_全日本]２０２１全日本ジュニアテニス選手権大会 四国地域予選

U-18男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高校 丹下 颯希 [1]

1 新田高校 薦田 直哉 丹下 颯希 [1]

英明高校 熊野 宗太 薦田 直哉

2 英明高校 長谷 友樹 8-0 丹下 颯希 [1]

高松北高校 中原 仁誇  薦田 直哉

3 英明高校 和田 涼吾 宇田 望夢 8-2

新田高校 宇田 望夢 石丸 琉生  

4 新田高校 石丸 琉生 8-2 丹下 颯希 [1]

高知中央高校 上岡 波留 [3]  薦田 直哉

5 高知中央高校 寒作 悠司 上岡 波留 [3] 6-4 6-3

城南高校 吉成 開 寒作 悠司  

6 城南高校 濵田 賢太 8-2 上岡 波留 [3]

松山西中等教育学校 坂本 夢希  寒作 悠司

7 松山西中等教育学校 成松 孝彦 坂本 夢希 8-2

城南高校 岡本 大遥 成松 孝彦  

8 城南高校 村上 諒悟 8-1 前田 晟明 [2]

高松北高校 二條 昂佑  大島 望

9 英明高校 藤田 真叶 二條 昂佑 w.o.

阿南光高校 井之上 梨久 藤田 真叶  

10 阿南光高校 小島 寛貴 8-0 二條 昂佑

高知中央高校 片岡 駿  藤田 真叶

11 高知中央高校 畝崎 裕大 友成 優仁 [3] 8-4

城ノ内高校 友成 優仁 [3] 阿部 琉世  

12 鳴門高校 阿部 琉世 8-6 前田 晟明 [2]

新田高校 沖本 将生  大島 望

13 新田高校 河野 優 沖本 将生 6-4 4-6 10-8

土佐高校 大谷 卓矢 河野 優  

14 土佐高校 市𠮷 風音 8-3 前田 晟明 [2]

高知高校 市川 颯人  大島 望

15 高知高校 金子 剛流 前田 晟明 [2] 8-6

高松北高校 前田 晟明 [2] 大島 望  

16 高松北高校 大島 望 8-1

  上岡 波留 [3]

 順位 3-4 寒作 悠司 上岡 波留 [3]

 二條 昂佑 寒作 悠司

 藤田 真叶 9-7
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U-16女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高校 濱田 暖菜 [1]

1 新田高校 石川 伽音 濱田 暖菜 [1]

土佐高校 山中 星空来 石川 伽音

2 土佐高校 池内 奈々 8-0 濱田 暖菜 [1]

土佐塾高校 山本 紗那  石川 伽音

3 土佐塾高校 本𠮷 梨紗 中川 舞羽 8-0

シオンテニスクラブ 中川 舞羽 岡久 紋乃  

4 シオンテニスクラブ 岡久 紋乃 8-4 濱田 暖菜 [1]

山田テニスクラブ 中海 歩夢 [3]  石川 伽音

5 HIROテニスカレッジ 西森 暖乃 大嵜 晴世来 6-2 6-0

高松北高校  大嵜 晴世来 藤澤 和佳  

6 高松北高校  藤澤 和佳 w.o. 井上 ひまり

愛媛トレセン 井上 ひまり  富久 木々路

7 えばらＩＴＣ 富久 木々路 井上 ひまり 8-3

高知中央高校 山中 麟 富久 木々路  

8 高知中央高校 平井 七海 8-3 濱田 暖菜 [1]

高松北高校  下埜 真凜  石川 伽音

9 高松北高校  岡本 真朋 下埜 真凜 6-4 3-6 11-9

徳島商業高校 上杉 茉凜 岡本 真朋  

10 徳島商業高校 船本 紗恵 8-6 多田 愛叶

高松北高校  多田 愛叶  山田 怜奈

11 高松北高校  山田 怜奈 多田 愛叶 8-4

高知高校 平野 礼菜 [3] 山田 怜奈  

12 高知高校 恩地 葉音 8-6 中村 明空歩 [2]

シオンテニスクラブ 岡田 一咲  堀家 那菜

13 シオンテニスクラブ 石園 佳穂 本田 咲桜 6-1 6-0

済美高校 本田 咲桜 紀之定 寿佳  

14 済美高校 紀之定 寿佳 8-4 中村 明空歩 [2]

Finalist TC 渡部 日菜  堀家 那菜

15 Finalist TC 西原 琉羽 中村 明空歩 [2] 8-2

屋島TC 中村 明空歩 [2] 堀家 那菜  

16 テニスプラス  堀家 那菜 8-6

  井上 ひまり

 順位 3-4 富久 木々路 井上 ひまり

 多田 愛叶 富久 木々路

 山田 怜奈 8-3
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U-18女子ダブルス-本戦
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所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田高校 村田 千聡 [1]

1 新田高校 阪口 明香 村田 千聡 [1]

高松北高校 住友 里穏 阪口 明香

2 丸亀高校 大平 一花 8-1 村田 千聡 [1]

高松北高校 堀 葵  阪口 明香

3 高松北高校 高原 萌乃 堀 葵 8-3

済美高校 武方 萌彩 高原 萌乃  

4 済美高校 田中 唯羽 8-4 村田 千聡 [1]

高知高校 岡本 栞歩 [3]  阪口 明香

5 高知高校 杉浦 里奈 小林 未帆乃 6-0 6-2

徳島商業高校 小林 未帆乃 木元 胡桃  

6 徳島商業高校 木元 胡桃 8-4 小林 未帆乃

城東高校 溝渕 早百合  木元 胡桃

7 城東高校 田中 藍衣 溝渕 早百合 8-1

土佐高校 中内 可乃 田中 藍衣  

8 土佐高校 竹本 愛奈 8-0 村田 千聡 [1]

高松北高校 土谷 凜  阪口 明香

9 高松北高校 芹田 七海 土谷 凜 6-4 6-0

土佐女子高校 小川 咲季 芹田 七海  

10 土佐女子高校 川村 理桜 8-2 吉田 凜花 [3]

松山西中等教育学校 石田 紗月  岡久 志和

11 松山西中等教育学校 藤井 花楓 吉田 凜花 [3] 8-5

徳島商業高校 吉田 凜花 [3] 岡久 志和  

12 徳島商業高校 岡久 志和 8-3 古市 宙 [2]

徳島商業高校 坂口 実夢  豊田 桜子

13 徳島商業高校 東川 来夢 坂口 実夢 6-1 6-4

土佐塾高校 本𠮷 由依 東川 来夢  

14 土佐塾高校 横畠 舞桜 8-0 古市 宙 [2]

新田高校 石森 日佳理  豊田 桜子

15 新田高校 近藤 唯 古市 宙 [2] 8-0

高松北高校 古市 宙 [2] 豊田 桜子  

16 高松北高校 豊田 桜子 8-4

  小林 未帆乃

 順位 3-4 木元 胡桃 吉田 凜花 [3]

 吉田 凜花 [3] 岡久 志和

 岡久 志和 8-4

  

 


