
2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 男子シングルス　10歳以下

St Seed Rank name

1 河野 恵大 CLUB　ＫＩＤ’Ｓ 合田 健人

2 合田 健人 萩インドアテニススクール 63 合田 健人 WINNER

3 河本 健吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 伊藤 隼雄 62 全国大会出場権

4 伊藤 隼雄 リーガテニススクール 61 合田 健人

5 三浦 佑輝 NBテニスガーデン 三浦 佑輝 63

6 轟 謙太朗 なし 60 三浦 佑輝

7 枡富 一 マゼクラブ 日野 勇人 63

8 日野 勇人 ウインテニスクラブ 61



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007-9/2 女子シングルス　10歳以下

St Seed Rank name

1 門屋 沙織 道後ジュニア 門屋 沙織

2 bye    森川 光

3 森川 光 萩インドアT.S 森川 光 62

4 山本 久美子 ウインテニスクラブ 60 森川 光

5 野本 侑希 TEAM　JOY 野本 侑希 60

6 bye    野本 侑希 WINNER

7 bye 高嶋 久佳理 61 全国大会出場権

8 高嶋 久佳理 トキワテニスクラブ    森川 光

9 平野 友理 愛媛県今治ジュニア 平野 友理 61

10 bye    永嶋 遥

11 bye 永嶋 遥 61

12 永嶋 遥 チームT.K    永嶋 遥

13 織田 遥 愛媛県今治ジュニア 織田 遥 62

14 高木 穂乃香 リーガＴＳ 61 織田 遥

15 bye 吉井 梨花子 64

16 吉井 梨花子 今治ジュニア    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 男子シングルス　12歳以下

St Seed Rank name

1 松井 祐 宇和島ジュニア 松井 祐

2 bye    松井 祐

3 高市 和登 ＣＬＵＢ　ＫＩＤ’Ｓ 高市 和登 63

4 神戸 愛生 TEAM JOY 61 値賀 洋史

5 綱島 楓人 CLUB KID’S 綱島 楓人 62

6 bye    値賀 洋史

7 bye 値賀 洋史 62

8 値賀 洋史 リーガテニスクラブ    水野 一生

9 高岡 晋彦 TEAM JOY 高岡 晋彦 62

10 bye    水野 一生

11 高崎 徹哉 宇和島ジュニア 水野 一生 60

12 水野 一生 ミヤムラテニスセンター 61 水野 一生

13 山田 純也 Finalist 山田 純也 63

14 bye    山田 純也 WINNER

15 bye 三好 智也    W.O. 全国大会出場権

16 三好 智也 八幡浜ローンテニスクラブ    水野 一生

17 阿部 慎太郎 ３ＰＬＡＳ 阿部 慎太郎 75

18 bye    阿部 慎太郎

19 bye 丸尾 拓馬 60

20 丸尾 拓馬 道後ジュニア    平田 龍一

21 平田 龍一 TEAM JOY 平田 龍一 62

22 菅 大介 道後ジュニア 60 平田 龍一

23 bye 鳥越 敬 60

24 鳥越 敬 ＷＩＮＮＥＲ    吉田 将太郎

25 篠原 航太 萩インドアテニススクール 篠原 航太 63

26 bye    吉田 将太郎

27 bye 吉田 将太郎 60

28 吉田 将太郎 愛媛県テニス協会    吉田 将太郎

29 渡邉 悠 今治ジュニア 渡邉 悠 62

30 河本 涼吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 61 渡邉 悠

31 bye 吉田 竜太朗 61

32 吉田 竜太朗 道後ジュニア    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 女子シングルス　12歳以下

St Seed Rank name

1 高嶋 彩香理 トキワテニスクラブ 高嶋 彩香理

2 bye    高木 理香

3 東 萌 Ｆｉｎａｌｉｓｔ 高木 理香 61

4 高木 理香 リーガＴＳ    W.O. 高木 理香

5 門屋 衣織 道後ジュニア 門屋 衣織 62

6 bye    門屋 衣織 WINNER

7 bye 城 舞香 61 全国大会出場権

8 城 舞香 ロイヤルヒル’８１    西原 みずは

9 青木 桃子 ＯＲＩＯＮ．ＴＳ 青木 桃子 63

10 bye    西原 みずは

11 bye 西原 みずは 62

12 西原 みずは 道後ジュニア    西原 みずは

13 山川 美咲 松山市立坂本小学校 山川 美咲 62

14 西田 奈生 TEAM　JOY 75 鶴岡 美咲

15 bye 鶴岡 美咲 63

16 鶴岡 美咲 ＢＵＺＺテニスアカデミー    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 男子シングルス　14歳以下

St Seed Rank name

1 合田 尚都 BUZZテニスアカデミー 合田 尚都

2 bye    合田 尚都

3 合田 章悟 萩インドアテニススクール 合田 章悟 63

4 野本 将矢 TEAM　JOY 61 合田 尚都

5 田村 亮 一宮テニスクラブ 田村 亮 63

6 bye    菊池 恭平

7 bye 菊池 恭平    W.O.

8 菊池 恭平 Club Kids    合田 尚都

9 薦田 拓巳 ＣＬＵＢ　ＫＩＤＳ 薦田 拓巳 61

10 bye    薦田 拓巳

11 bye 河本 悠吾 76(5)   

12 河本 悠吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ    本田 崇之

13 本田 崇之 湯山中 本田 崇之 62

14 bye    本田 崇之 WINNER

15 bye 高田 侑比斗 61 全国大会出場権

16 高田 侑比斗 吉田中学校    合田 尚都

17 高木 隆英 Club Kids 高木 隆英 64

18 bye    高木 隆英

19 bye 二宮　 功樹    W.O.

20 二宮　 功樹 東中学校    高木 隆英

21 山田 太一 Finalist 高智 五輝 61

22 高智 五輝 Team-S    W.O. 岡田 大

23 bye 岡田 大 63

24 岡田 大 TEAM　JOY    平塚 耕二郎

25 久岡 零 松山市立東中学校 久岡 零 62

26 bye    久岡 零

27 bye 野並 良成 64

28 野並 良成 土佐塾中    平塚 耕二郎

29 平塚 耕二郎 TEAM　JOY 平塚 耕二郎 60

30 浮田 諒太 八幡浜ローン 60 平塚 耕二郎

31 bye 谷　 佳樹 60

32 谷　 佳樹 Team-s    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 女子シングルス　14歳以下

St Seed Rank name

1 平田 智華 TEAM JOY 平田 智華

2 bye    平田 智華

3 清水 真莉奈 今治明徳中学 瀬川 望 63

4 瀬川 望 BEST,tt    W.O. 藤本 朱音

5 藤本 朱音 PDTテニスクラブ 藤本 朱音 62

6 bye    藤本 朱音 WINNER

7 bye 大西 由理佳 63 全国大会出場権

8 大西 由理佳 ミズキ    藤本 朱音

9 米田 優芽 やすいそ庭球部 米田 優芽 62

10 平岩 笑美 ミズキ    W.O. 米田 優芽

11 bye 西原 千紘 75

12 西原 千紘 道後ジュニア    東 遥

13 亀井 美砂子 ウィンテニスクラブ 高島 奈津美 60

14 高島 奈津美 ＢＵＺＺテニスアカデミー 60 東 遥

15 bye 東 遥 64

16 東 遥 Ｆｉｎａｌｉｓｔ    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 男子シングルス　16歳以下

St Seed Rank name

1 住吉 大樹 愛媛県立今治南高等学校 住吉 大樹

2 bye    近藤 宏樹

3 近藤 宏樹 今治北高等学校 近藤 宏樹 61

4 峯田 知樹 川之江南中 61 近藤 宏樹

5 近藤 瑛 SSC 近藤 瑛 61

6 bye    山本 琢也 WINNER

7 bye 山本 琢也 61 全国大会出場権

8 山本 琢也 宇和島市立城北中学校    近藤 宏樹

9 田中 開歩 ウィザス高校 田中 開歩 60

10 bye    NS

11 bye 山本 大地 NS

12 山本 大地 宇和島南中等教育学校    織田 翔平

13 山本 大介 ウインテニスクラブ 吉井 靖剛    W.O.

14 吉井 靖剛 今治北高等学校 63 織田 翔平

15 bye 織田 翔平 62

16 織田 翔平 愛媛県立今治南高校    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 女子シングルス　16歳以下

St Seed Rank name

1 高木 りさ 松山中央高校 高木 りさ

2 bye    米田 莉奈 WINNER

3 米田 莉奈 やすいそ庭球部 米田 莉奈    W.O. 全国大会出場権

4 野本 枝里 TEAM　JOY 60 米田 莉奈

5 大野 美南 光泉中学 大野 美南 75

6 安永 多実子 松山中央高校 62 大野 美南

7 bye 瀬川 朋代 60

8 瀬川 朋代 BEST,tt    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 男子シングルス　18歳以下

St Seed Rank name

1 坂吉 涼 新田高校 坂吉 涼

2 bye    長船 智治 WINNER

3 森岡 亮太 伊予農業高等学校 長船 智治 61 全国大会出場権

4 長船 智治 新田高校 60 山本 健太

5 中村 文昭 新田高校 山本 健太 63

6 山本 健太 新田高校 62 山本 健太

7 bye 紺田 一洋 61

8 紺田 一洋 新田高校    



2007 全国ジュニアテニスツアー：大亀CUP 愛媛オープンジュニア（9月）
2007/9/1-2007/9/2 女子シングルス　18歳以下

St Seed Rank name

1 白谷 伊都子 済美高等高校 白谷 伊都子

2 bye    幸島 千尋

3 岡田 美里 松山中央高校 幸島 千尋 60

4 幸島 千尋 済美高等学校 60 幸島 千尋

5 徳永 早夏 松山中央高校 徳永 早夏 61

6 bye    高田 莉絵子 WINNER

7 bye 高田 莉絵子 61 全国大会出場権

8 高田 莉絵子 済美高等学校    西地 沙也加

9 髙須賀 由喜 済美高等学校 髙須賀 由喜 63

10 bye    西地 沙也加

11 bye 西地 沙也加 63

12 西地 沙也加 済美高等学校    西地 沙也加

13 中村 絵里香 済美高等学校 中村 絵里香 61

14 bye    中村 絵里香

15 bye 永井 美由紀    W.O.

16 永井 美由紀 リーガTS    




