
令和4年度　第39回四国中学生テニス選手権大会(全国中学生テニス選手権大会　四国地域予選)

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 大津中 長尾 冠奎 [1]  

  長尾 冠奎 [1] 

2 西中 岩佐 真義 8-2   

   長尾 冠奎 [1] 

3 高松北中 楠 奨真  8-3  

  楠 奨真  

4 小松島南中 森山 偉久 8-1   

   長尾 冠奎 [1] 

5 佐川中 渡部 朔  8-6  

  栗田 昇栄  

6 余土中 栗田 昇栄 8-0   

   德倉 海都 [5] 

7 桜町中 天童 雄心  8-1  

  德倉 海都 [5]  

8 桜町中 德倉 海都 [5] 8-0   

   長尾 冠奎 [1] 

9 龍雲中 二條 慧太 [3]  4-6 7-5 6-3  

  二條 慧太 [3]  

10 城東中 大平 祐数 8-4   

   二條 慧太 [3] 

11 川之江北中 大西 航太郎  8-1  

  大西 航太郎  

12 佐川中 岡本 将太 8-4   

   二條 慧太 [3] 

13 香我美中 西岡 諒  8-3  

  北村 琥太郎  

14 加茂名中 北村 琥太郎 8-0   

   花野 宇宙 

15 桜町中 花野 宇宙  8-6  

  花野 宇宙  

16 川之江北中 佐々木 祐璃 [8] 8-4   

   長尾 冠奎 [1] 

17 高松北中 竹本 時士 [6]  6-3 6-3  

  竹本 時士 [6]  

18 石井中 青木 亮輔 8-4   

   竹本 時士 [6] 

19 土佐塾中 吉村 俊亮  8-2  

  山中 優征  

20 小野中 山中 優征 8-1   

   武田 壮 [4] 

21 土佐中 三宮 将介  8-6  

  三宮 将介  

22 土庄中 西滝 庵里 8-2   

   武田 壮 [4] 

23 八万中 加藤 翔太  8-4  

  武田 壮 [4]  

24 椿中 武田 壮 [4] 8-0   

   香川 荘太 [2] 

25 土佐塾中 山下 真歩路 [7]  6-4 5-7 6-2  

  山下 真歩路 [7]  

26 阿南中 桝井 奏汰 8-0   

   石川 真輝翔 

27 川之江北中 石川 真輝翔  8-6  

  石川 真輝翔  

28 紫雲中 廣瀬 勇太 8-5   

   香川 荘太 [2] 

29 土佐中 塩田 泰万  8-0  

  武村 勇輝  

30 文理中 武村 勇輝 8-0   

   香川 荘太 [2] 

31 新居浜西中 堀之内 悠太  9-7  

  香川 荘太 [2]  

32 香東中 香川 荘太 [2] 8-0  

   

 順位 3-4 二條 慧太 [3]  

  武田 壮 [4] 

 武田 壮 [4] 6-0 6-4  

  

 



令和4年度　第39回四国中学生テニス選手権大会(全国中学生テニス選手権大会　四国地域予選)

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 久米中 窪田 結衣 [1]  

  窪田 結衣 [1] 

2 高松北中 植村 心央花 8-2   

   窪田 結衣 [1] 

3 高松北中 藤野 ひばり  8-5  

  佐藤 未來  

4 国府中 佐藤 未來 8-2   

   窪田 結衣 [1] 

5 道後中 渡部 莉央  8-4  

  渡部 莉央  

6 土佐中 田口 玲渚 8-1   

   松田 楓華 [6] 

7 鳴教大附属中 沼田 紗都子  8-3  

  松田 楓華 [6]  

8 三木中 松田 楓華 [6] 8-2   

   窪田 結衣 [1] 

9 丸亀東中 阿部 千春 [3]  6-1 6-2  

  阿部 千春 [3]  

10 北中 岡市 瑛蓮 8-0   

   阿部 千春 [3] 

11 清水中 新谷 心彩  8-0  

  中尾 咲希  

12 高松北中 中尾 咲希 8-1   

   阿部 千春 [3] 

13 市立中村中 森田 稀心  8-6  

  高原 彩音  

14 高松北中 高原 彩音 8-0   

   高原 彩音 

15 松西中等 木戸 菜々香  8-5  

  溝渕 杏莉 [7]  

16 文理中 溝渕 杏莉 [7] 8-3   

   窪田 結衣 [1] 

17 上八万中 田住 星雛奈 [5]  6-1 6-3  

  田住 星雛奈 [5]  

18 余土中 石森 有紗日 8-4   

   田住 星雛奈 [5] 

19 土佐中 松岡 芽生  8-0  

  池田 結香  

20 志度中 池田 結香 8-2   

   西川 桃絆 [4] 

21 城東中 岩城 凜  8-6  

  柴垣 紗来  

22 川之江北中 柴垣 紗来 8-3   

   西川 桃絆 [4] 

23 伊野中 金子 瑠来  8-0  

  西川 桃絆 [4]  

24 坂出中 西川 桃絆 [4] 8-0   

   西川 桃絆 [4] 

25 川之江南中 宇田 沙奈 [8]  6-3 5-7 6-4  

  宇田 沙奈 [8]  

26 上八万中 一宮 美結 8-5   

   宇田 沙奈 [8] 

27 高松北中 溝内 紬  8-6  

  溝内 紬  

28 土佐塾中 濱口 絢菜 8-1   

   植田 彩夢 [2] 

29 高知南中 山口 奏音  8-0  

  山西 真歩  

30 鳴門第一中 山西 真歩 8-2   

   植田 彩夢 [2] 

31 雄新中 日下部 結愛  8-2  

  植田 彩夢 [2]  

32 高松北中 植田 彩夢 [2] 8-3  

   

 順位 3-4 阿部 千春 [3]  

  阿部 千春 [3] 

 植田 彩夢 [2] 6-2 6-0  

  

 


