
2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 男子シングルス　10歳以下

St Seed Rank name

1 小川 正統 屋島テニスクラブ 小川 正統

2 bye    伊藤 隼雄

3 伊藤 隼雄 リーガテニススクール 伊藤 隼雄    W.O.

4 天野 司基 北吉井小 60 伊藤 隼雄

5 轟 謙太朗 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 轟 謙太朗 60

6 bye    日野 勇人

7 bye 日野 勇人 63

8 日野 勇人 ウインテニスクラブ    高木 修

9 中岡 祐太 一宮テニスクラブ 中岡 祐太 62

10 bye    高木 修

11 bye 高木 修 60

12 高木 修 屋島テニスクラブ    高木 修

13 新居 良 BUZZテニスアカデミー宇多津 新居 良 63

14 bye    高坂 裕也 WINNER

15 bye 高坂 裕也 61 全国大会出場権

16 高坂 裕也 ラスタットテニスクラブ    高木 修

17 枡富 一 まぜクラブ 枡富 一 60

18 bye    枡富 一

19 bye 中村 奎太 63

20 中村 奎太 屋島テニスクラブ    枡富 一

21 染次 大輝 ウイン　テニスクラブ 染次 大輝 61

22 bye    染次 大輝

23 bye 伊原 卓哉 63

24 伊原 卓哉 Ｃｌｕｂ　Ｋｉｄｓ    合田 健人

25 河本 健吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 河本 健吾 61

26 bye    河本 健吾

27 bye 寺見 健伸 76(6)   

28 寺見 健伸 ラスタットテニスクラブ    合田 健人

29 合田 健人 萩インドアテニススクール 合田 健人 60

30 bye    合田 健人

31 bye 石井 悠貴 61

32 石井 悠貴 BUZZテニスアカデミー    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 女子シングルス　10歳以下

St Seed Rank name

1 山本 久美子 ウインテニスクラブ 山本 久美子

2 bye    山口 雛乃

3 山口 雛乃 COZY朝霧 山口 雛乃 61

4 高嶋 久佳理 トキワテニスクラブ 61 沈 清河

5 吉井 梨花子 今治ジュニア 沈 清河 61

6 沈 清河 一宮テニスクラブ 61 沈 清河 WINNER

7 竹本 琴乃 屋島テニスクラブ 野本 侑希 61 全国大会出場権

8 野本 侑希 TEAM　JOY 63 永嶋 遥

9 石丸 未佳子 愛媛TTC砥部 織田 遥 64

10 織田 遥 今治ジュニア 61 永嶋 遥

11 門屋 沙織 道後ジュニア 永嶋 遥 61

12 永嶋 遥 チームT.K 64 永嶋 遥

13 平野 友理 愛媛県今治ジュニア 鳥取 茜 62

14 鳥取 茜 アップデイト 76(3)   鳥取 茜

15 bye 永嶋 彩乃 61

16 永嶋 彩乃 チームT.K    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 男子シングルス　12歳以下

St Seed Rank name

1 島 涼 ＢＵＺＺテニスアカデミー 島 涼

2 bye    島 涼

3 小田 吏欧 一宮テニスクラブ 高崎 徹哉 76(2)   

4 高崎 徹哉 TEAM JOY 60 値賀 洋史

5 阿部 慎太郎 今治Ｊｒ． 阿部 慎太郎 62

6 岡本　 大輝 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 61 値賀 洋史

7 値賀 洋史 リーガテニスクラブ 値賀 洋史 61

8 綱島 楓人 CLUB KID’S 62 値賀 洋史

9 西本 和能 TEAM JOY 西本 和能 61

10 bye    尾崎　 光

11 尾崎　 光 鴨部小学校 尾崎　 光 62

12 渡邉 悠 今治ジュニア 75 尾崎　 光

13 土岐 尚人 リーガインドアテニススクール 高市 和登 63

14 高市 和登 KS.Jr 62 河本 涼吾 WINNER

15 bye 河本 涼吾 63 全国大会出場権

16 河本 涼吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ    値賀 洋史

17 平田 龍一 TEAM JOY 平田 龍一 63

18 鳥取 恒太郎 アップデイト 63 平田 龍一

19 長谷川 翔平 TEAM JOY 長谷川 翔平 60

20 永井 俊輔 ＣＬＵＢ　ＫＩＤ’Ｓ 75 平田 龍一

21 原 玲生 リーガインドアテニススクール 原 玲生 64

22 三好 智也 八幡浜ローンテニスクラブ    W.O. 高岡 晋彦

23 bye 高岡 晋彦 60

24 高岡 晋彦 TEAM JOY    中条 智矢

25 中条 智矢 屋島テニスクラブ 中条 智矢 61

26 松井 祐 TEAM JOY 61 中条 智矢

27 河野 恵大 CLUB　ＫＩＤ’Ｓ 芥川 幸平 64

28 芥川 幸平 AKEBI 62 中条 智矢

29 水口 佑樹 ウインテニスクラブ 兵頭 周作 60

30 兵頭 周作 ＡＫＥＢＩテニスクラブ 63 兵頭 周作

31 bye 西川 颯帆 61

32 西川 颯帆 TEAM JOY    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 女子シングルス　12歳以下

St Seed Rank name

1 東 萌 Ｆｉｎａｌｉｓｔ 東 萌

2 高嶋 彩香理 トキワテニスクラブ 61 鶴岡 美咲

3 鶴岡 美咲 丸亀テニスクラブ 鶴岡 美咲 63

4 森川 光 萩インドアT.S 64 宮田 あやか

5 宮田 あやか ラスッタトテニスクラブ 宮田 あやか 75

6 小笠原 和 フォーレスト 63 宮田 あやか WINNER

7 眞鍋 果歩 トキワテニスクラブ 眞鍋 果歩 60 全国大会出場権

8 青木 桃子 ＯＲＩＯＮ．ＴＳ 64 石川 茉奈

9 石川 茉奈 屋島テニスクラブ 石川 茉奈 63

10 山川 美咲 松山市立坂本小学校 62 石川 茉奈

11 小笠原 希 フォーレスト 小笠原 希 61

12 瀬川 由佳 BEST,tt 62 石川 茉奈

13 山口 爽伽 COZY朝霧 山下 華蓮 61

14 山下 華蓮 屋島テニスクラブ 63 門屋 衣織

15 門屋 衣織 道後ジュニア 門屋 衣織 63

16 宮田 みほ ラスタットテニスクラブ 64



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 男子シングルス　14歳以下

St Seed Rank name

1 薦田 拓巳 ＣＬＵＢ　ＫＩＤＳ 薦田 拓巳

2 bye    合田 章悟

3 野並 良成 土佐塾中 合田 章悟 75

4 合田 章悟 萩インドアテニススクール 63 山田 太一

5 菊池 恭平 KS. Jr 菊池 恭平 63

6 bye    山田 太一 WINNER

7 平塚 耕二郎 TEAM　JOY 山田 太一 61 全国大会出場権

8 山田 太一 Finalist 61 山田 太一

9 久岡 零 松山市立東中学校 河本 悠吾 61

10 河本 悠吾 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 62 河本 悠吾

11 bye 小田 研人 76(5)   

12 小田 研人 一宮テニスクラブ    本田 崇之

13 本田 崇之 club-kids 本田 崇之 61

14 野本 将矢 TEAM　JOY 75 本田 崇之

15 bye 寒川 雄太 62

16 寒川 雄太 アップデイト    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 女子シングルス　14歳以下

St Seed Rank name

1 木村 唯香 川之江南中学校 木村 唯香

2 bye    木村 唯香

3 平田 智華 TEAM JOY 紫藤 千紗 62

4 紫藤 千紗 道後ジュニア    W.O. 平岩 笑美

5 川村 貴恵 鴨川中学校 川村 貴恵 75

6 bye    平岩 笑美 WINNER

7 平岩 笑美 ミズキ 平岩 笑美    W.O. 全国大会出場権

8 西原 千紘 道後ジュニア 60 川筋 晶代

9 東 遥 Ｆｉｎａｌｉｓｔ 東 遥 61

10 大西 由理佳 ミズキ 62 東 遥

11 bye 西原 みずは 60

12 西原 みずは 道後ジュニア    川筋 晶代

13 瀬川 望 BEST,tt 寺見 かりん 61

14 寺見 かりん ラスタットテニスクラブ 62 川筋 晶代

15 bye 川筋 晶代 76(3)   

16 川筋 晶代 屋島テニスクラブ    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 男子シングルス　16歳以下

St Seed Rank name

1 近藤 瑛 SSC 近藤 瑛

2 bye    伊藤 八雲

3 伊藤 八雲 リーガテニススクール 伊藤 八雲 60

4 丹下 裕二郎 愛媛県立東予高等学校 60 伊藤 八雲

5 高田 侑比斗 吉田中学校 高田 侑比斗 64

6 坂吉 仁 宇和島市立城南中学校    W.O. 富永 匡鉱 WINNER

7 富永 匡鉱 愛媛県立東予高等学校 富永 匡鉱 60 全国大会出場権

8 谷本 興紀 ITCテニススクール松山校 63 川田 紘己

9 吉井 靖剛 今治北高等学校 吉井 靖剛 61

10 大倉 哲郎 高松高校 63 山本 琢也

11 山本 琢也 宇和島市立城北中学校 山本 琢也 61

12 佐々木 恭平 ＴＥＡＭ　ＪＯＹ 61 川田 紘己

13 伊藤 涼 愛媛県立東予高等学校 川田 紘己 60

14 川田 紘己 高松高校 62 川田 紘己

15 bye 日置 希望 62

16 日置 希望 屋島テニスクラブ    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 女子シングルス　16歳以下

St Seed Rank name

1 高平 沙季 松山中央高校 高平 沙季

2 bye    繁光 真未

3 繁光 真未 ローランギャロ 繁光 真未 60

4 西内 友美 愛媛県立松山中央高等学校 60 繁光 真未

5 荻山 紗也 松山中央高校 大野 美南 63

6 大野 美南 太田塾 64 黒川 亜里紗 WINNER

7 長山 友希 松山中央高校 黒川 亜里紗 76(8)   全国大会出場権

8 黒川 亜里紗 愛媛県立今治西高等学校 60 谷口 結衣

9 築地　 彩乃 松山中央高校 瀬川 朋代 62

10 瀬川 朋代 BEST,tt 60 池田 星来

11 奥嶋 咲紀 愛媛県立松山中央高等学校 池田 星来 62

12 池田 星来 tension 60 谷口 結衣

13 安永 多実子 松山中央高校 谷口 結衣 60

14 谷口 結衣 多度津テニスクラブ 60 谷口 結衣

15 bye 武市 佳奈 60

16 武市 佳奈 松山中央高校    



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 男子シングルス　18歳以下

St Seed Rank name

1 稲田 貴史 新田高校 稲田 貴史

2 bye    植田 一馬 WINNER

3 植田 一馬 愛媛県立小松高等学校 植田 一馬 60 全国大会出場権

4 久保 雄幹 高松高校 62 長船 智治

5 長船 智治 新田高校 長船 智治 61

6 山先 晃貴 英数学館高校 61 長船 智治

7 佐々木 椋堂 新田高校 佐々木 椋堂 61

8 高橋 宏輔 愛媛県立小松高等学校 64



2007 全国ジュニアテニスツアー愛媛オープンジュニア：12月
2007/12/15 女子シングルス　18歳以下

St Seed Rank name

1 岡田 美里 松山中央高校 岡田 美里

2 bye    徳永 早夏

3 末廣 幸 愛媛県北宇和高等学校 徳永 早夏 64

4 徳永 早夏 松山中央高校 75 木村 優紀

5 平 芳香 愛媛県立北宇和高等学校 平 芳香 62

6 bye    木村 優紀 WINNER

7 bye 木村 優紀 61 全国大会出場権

8 木村 優紀 川之江高等学校    木村 優紀

9 小田 英里加 一宮テニスクラブ 小田 英里加 62

10 bye    小田 英里加

11 bye 和田 美樹 61

12 和田 美樹 松山中央高校    川筋 美奈

13 川筋 美奈 屋島テニスクラブ 川筋 美奈 60

14 渡部 美奈 松山中央高校 62 川筋 美奈

15 bye 岡山 麻里奈 60

16 岡山 麻里奈 愛媛県立北宇和高等学校    


