
[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOPジュニア四国予選

U12男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 WINNER 愛媛 廣瀬 景人 [1]  

   廣瀬 景人 [1]

2 SKOP 高知 中脇 颯空 6-0 6-0  

    廣瀬 景人 [1]

3 巧庭球塾 愛媛 小林 煌晟  6-3 6-2

   小林 煌晟  

4 ガーデン 徳島 湊 滉 6-4 6-4  

    廣瀬 景人 [1]

5 山田テニスクラブ 徳島 杉本 早駿 [3]  6-4 6-3

   杉本 早駿 [3]  

6 Finalist TC 愛媛 西田 孝星 5-7 6-3 10-5  

    山本 一輝

7 アップデイト 香川 山本 一輝  7-5 0-6 10-8

   山本 一輝  

8 ハッピー 徳島 伊澤 夢人 6-2 6-1  

    廣瀬 景人 [1]

9 AKEBI TC 愛媛 村井 皆心  6-1 6-1

   大髙 連太朗  

10 屋島TC 香川 大髙 連太朗 6-1 6-3  

    大髙 連太朗

11 屋島TC 香川 沖 一輝  6-0 6-3

   沖 一輝  

12 TEAM LAT 高知 西川 大哉 [4] 6-0 6-0  

    向井 滉佑 [2]

13 ハッピー 徳島 阿部 勘太  7-5 4-6 6-4

   阿部 勘太  

14 MRS 高知 田嶋 優作 6-0 6-0  

    向井 滉佑 [2]

15 MRS 高知 有澤 志道  6-3 1-6 10-3

   向井 滉佑 [2]  

16 屋島TC 香川 向井 滉佑 [2] 6-0 6-0

    

  順位 3-4 山本 一輝  

   大髙 連太朗

  大髙 連太朗 6-4 6-3

    

  順位 5-8 小林 煌晟  

   小林 煌晟

  杉本 早駿 [3] 6-1  

    阿部 勘太

  沖 一輝  6-2

   阿部 勘太  

  阿部 勘太 6-3

   

  順位 7-8 杉本 早駿 [3]  

   杉本 早駿 [3]

  沖 一輝 6-3



[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOPジュニア四国予選

U12女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 プレジールTA愛媛 愛媛 篠原 絢 [1]  

   篠原 絢 [1]

2 TEAM LAT 高知 須藤 柚月 6-0 6-0  

    篠原 絢 [1]

3 アップデイト 香川 重松 柚葵  6-0 6-0

   重松 柚葵  

4 WINNER 愛媛 新 美夏 6-2 6-2  

    篠原 絢 [1]

5 巧庭球塾 愛媛 篠崎 星那 [3]  6-2 6-0

   篠崎 星那 [3]  

6 プレジールTA 香川 吉川 汐里 6-0 6-0  

    篠崎 星那 [3]

7 Gemstones 高知 澤田 初花  6-2 6-2

   片山 愛  

8 テニスプラス 香川 片山 愛 6-1 6-0  

    篠原 絢 [1]

9 TEAM LAT 高知 川添 芽生  6-1 6-3

   山岡 優恵  

10 WINNER 愛媛 山岡 優恵 6-0 6-0  

    天童 光里

11 屋島TC 香川 天童 光里  6-0 6-0

   天童 光里  

12 ラ・ポーム 徳島 辻 和杏 [4] 6-3 6-3  

    小若 実夢 [2]

13 愛媛トレセン 愛媛 砂野 千晶  6-1 6-2

   砂野 千晶  

14 HIROテニスカレッジ 徳島 黒川 詩乃 6-3 6-1  

    小若 実夢 [2]

15 HIROテニスカレッジ 徳島 廣田 結  6-1 6-0

   小若 実夢 [2]  

16 トキワＴＣ 香川 小若 実夢 [2] 6-0 6-0

    

  順位 3-4 篠崎 星那 [3]  

   篠崎 星那 [3]

  天童 光里 6-2 6-3

    

  順位 5-8 重松 柚葵  

   片山 愛

  片山 愛 6-3  

    片山 愛

  山岡 優恵  6-1

   山岡 優恵  

  砂野 千晶 7-6(2)

   

  順位 7-8 重松 柚葵  

   重松 柚葵

  砂野 千晶 6-2

   



[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOPジュニア四国予選

U14男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ｐｄｔ 香川 香川 荘太 [1]  

   香川 荘太 [1]

2 土佐中学校 高知 山井 聡次朗 6-0 6-0  

    香川 荘太 [1]

3 高松北中学校 香川 中村 壮甫  6-4 6-2

   中村 壮甫  

4 リアンテニスチーム 愛媛 村上 遼眞 6-3 6-3  

    香川 荘太 [1]

5 山田テニスクラブ 徳島 岩城 遼 [4]  6-0 6-0

   岩城 遼 [4]  

6 桜町中学校 香川 吉井 滉人 6-3 Ret.  

    岩城 遼 [4]

7 土佐塾中学校 高知 吉村 俊亮  7-6(4) 6-1

   井上 貴道  

8 山田テニスクラブ 徳島 井上 貴道 6-4 7-6(3)  

    香川 荘太 [1]

9 高松北中学校 香川 楠 奨真  6-1 6-1

   楠 奨真  

10 山田テニスクラブ 徳島 北村 琥太郎 6-1 6-0  

    阿部 煌大 [3]

11 ラ・ポーム 徳島 紅露 壮真  6-1 7-6(4)

   阿部 煌大 [3]  

12 丸亀TC 香川 阿部 煌大 [3] 6-2 6-2  

    德倉 海都 [2]

13 土佐塾中学校 高知 山下 真歩路  4-6 6-2 6-4

   山下 真歩路  

14 WINNER 愛媛 岩佐 真義 6-0 6-2  

    德倉 海都 [2]

15 リアンテニスチーム 愛媛 田邊 湧大  4-6 6-2 10-6

   德倉 海都 [2]  

16 桜町中学校 香川 德倉 海都 [2] 6-0 6-0

    

  順位 3-4 岩城 遼 [4]  

   阿部 煌大 [3]

  阿部 煌大 [3] 6-1 6-2

    

  順位 5-8 中村 壮甫  

   中村 壮甫

  井上 貴道 6-3  

    楠 奨真

  楠 奨真  6-4

   楠 奨真  

  山下 真歩路 6-4

   

  順位 7-8 井上 貴道  

   山下 真歩路

  山下 真歩路 6-0



[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOPジュニア四国予選

U14女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ｐｄｔ 香川 西川　桃絆 [1]  

   西川　桃絆 [1]

2 新居浜ITC 愛媛 田邊　優莉奈 6-1 6-2  

    西川　桃絆 [1]

3 佐川Jr 高知 山中 彩佳  6-1 6-0

   柴垣　紗来  

4 リアンテニスチーム 愛媛 柴垣　紗来 6-0 6-0  

    西川　桃絆 [1]

5 リアンテニスチーム 愛媛 宇田　沙奈 [3]  6-2 6-2

   宇田　沙奈 [3]  

6 丸亀TC 香川 林　稀美香 6-2 6-1  

    宇田　沙奈 [3]

7 OZONO T.A 徳島 岩井　泉  6-2 6-2

   矢野　梓  

8 高松北中学校 香川 矢野　梓 7-6(6) 6-4  

    西川　桃絆 [1]

9 伊野中学校 高知 金子 瑠来  6-0 6-1

   一宮　美結  

10 HIROテニスカレッジ 徳島 一宮　美結 6-0 6-0  

    佐藤　未來 [4]

11 土佐中学校 高知 森本 紗世  1-6 6-4 10-7

   佐藤　未來 [4]  

12 HIROテニスカレッジ 徳島 佐藤　未來 [4] 6-0 6-1  

    山中　星來 [2]

13 Finalist TC 愛媛 安部　葵  6-1 6-1

   安部　葵  

14 桜町中学校 香川 中西　美遥 6-1 6-3  

    山中　星來 [2]

15 ガーデン 徳島 塚本　結衣  6-0 6-0

   山中　星來 [2]  

16 愛媛トレセン 愛媛 山中　星來 [2] 6-0 6-0

    

  順位 3-4 宇田　沙奈 [3]  

   宇田　沙奈 [3]

  佐藤　未來 [4] 6-2 6-4

    

  順位 5-8 柴垣　紗来  

   柴垣　紗来

  矢野　梓 6-3  

    一宮　美結

  一宮　美結  7-6(3)

   一宮　美結  

  安部　葵 6-1

   

  順位 7-8 矢野　梓  

   安部　葵

  安部　葵 6-2

   


