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所属団体 Round 1

1 WINNER  武田 壮 [1]
2  Bye 1
3 愛媛トレセン  大野 来輝
4 三間JTC  石崎 充倫
5 愛媛トレセン  上杉 涼介
6 今治明徳中  吉岡 拓海
7  Bye 15
8 四国中央市テニス協会  中山 魁士 [15]
9 愛媛トレセン  沖本 隆成 [9]

10  Bye 9
11 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  石川 聖人
12 3PLUS  高田 聡真
13 Kids1TS  香川 聡亮
14 愛媛トレセン  仙波 友陽
15  Bye 7
16 WINNER  岩佐 真義 [7]
17 愛媛トレセン  栗田 昇栄 [3]
18  Bye 3
19 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  白川 大雅
20 今治明徳中  河野 礼虎
21 愛媛トレセン  西山 颯太
22 WINNER  西原 佑
23  Bye 13
24 愛光中  長井 宏将 [14]
25 愛媛トレセン  西山 康太 [12]
26  Bye 11
27 えばらITC  山下 慶和
28  Bye 21
29 愛媛トレセン  石丸 愛翔
30 3PLUS  山本 結大
31  Bye 5
32 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  村上 遼眞 [8]
33 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  大西 航太郎 [5]
34  Bye 6
35 愛媛トレセン  森 海人
36 WINNER  新谷 直也
37 三間JTC  片岡 麻人
38 愛媛トレセン北条  藤本 康誠
39  Bye 12
40 愛媛トレセン  徳永 唯吏 [11]
41 WINNER  白石 蓮 [13]
42  Bye 14
43 四国中央市テニス協会  飛鷹 昊佑
44 愛媛トレセン  川口 汰家來
45 3PLUS  森 玲央音
46 今治明徳中  鳥生 綜志
47  Bye 4
48 愛媛トレセン  山中 優征 [4]
49 愛媛トレセン  古谷 一晟 [6]
50  Bye 8
51 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  田邊 湧大
52 三間JTC  荘 太一
53 愛光中  安場 吏優
54 愛媛トレセン  近藤 陽
55  Bye 10
56 WINNER  梶原 世煌 [10]
57 愛媛トレセン  山中 魁祐 [16]
58  Bye 16
59 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  菰田 詩大
60  Bye 18
61 WINNER  小石 悠人
62 今治明徳中  渡辺 丈
63  Bye 2
64 四国中央市テニス協会  佐々木 祐璃 [2]

Round 2

 武田 壮 [1]
 
 大野 来輝
 7-5 
 吉岡 拓海
 6-3 
 中山 魁士 [15]
 
 沖本 隆成 [9]
 
 石川 聖人
 6-4 
 仙波 友陽
 6-0 
 岩佐 真義 [7]
 
 栗田 昇栄 [3]
 
 白川 大雅
 6-3 
 西原 佑
 6-1 
 長井 宏将 [14]
 
 西山 康太 [12]
 
 山下 慶和
 
 山本 結大
 7-6(2) 
 村上 遼眞 [8]
 
 大西 航太郎 [5]
 
 新谷 直也
 w.o.
 片岡 麻人
 6-3 
 徳永 唯吏 [11]
 
 白石 蓮 [13]
 
 飛鷹 昊佑
 7-5 
 鳥生 綜志
 w.o.
 山中 優征 [4]
 
 古谷 一晟 [6]
 
 荘 太一
 6-3 
 安場 吏優
 6-1 
 梶原 世煌 [10]
 
 山中 魁祐 [16]
 
 菰田 詩大
 
 小石 悠人
 6-4 
 佐々木 祐璃 [2]
 

Round 3

 武田 壮 [1]
 6-1 

 中山 魁士 [15]
 6-0 

 沖本 隆成 [9]
 6-0 

 岩佐 真義 [7]
 6-2 

 栗田 昇栄 [3]
 6-0 

 西原 佑
 6-2 

 西山 康太 [12]
 7-5 

 村上 遼眞 [8]
 6-3 

 大西 航太郎 [5]
 6-0 

 徳永 唯吏 [11]
 6-2 

 白石 蓮 [13]
 6-1 

 山中 優征 [4]
 6-0 

 古谷 一晟 [6]
 6-3 

 梶原 世煌 [10]
 6-1 

 山中 魁祐 [16]
 6-4 

 佐々木 祐璃 [2]
 6-0 

Quarterfinals

 武田 壮 [1]
 6-0 

 沖本 隆成 [9]
 6-1 

 栗田 昇栄 [3]
 6-0 

 西山 康太 [12]
 6-4 

 徳永 唯吏 [11]
 6-1 

 山中 優征 [4]
 6-1 

 梶原 世煌 [10]
 7-5 

 佐々木 祐璃 [2]
 6-0 

Semifinals

 武田 壮 [1]
 6-3 

 栗田 昇栄 [3]
 6-1 

 山中 優征 [4]
 6-1 

 佐々木 祐璃 [2]
 6-0 

 栗田 昇栄 [3]順位 3-4
 山中 優征 [4]

Final

 武田 壮 [1]
 6-0 

 佐々木 祐璃 [2]
 6-0 

 山中 優征 [4]
 6-2 

 武田 壮 [1]
 6-1 
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 沖本 隆成 [9]順位 5-8

 西山 康太 [12]

 徳永 唯吏 [11]

 梶原 世煌 [10]

Final

 沖本 隆成 [9]
 6-1 

 梶原 世煌 [10]
 6-4 

 西山 康太 [12]順位 7-8

 徳永 唯吏 [11]

勝者

 梶原 世煌 [10]
 6-4 

 徳永 唯吏 [11]
 6-2 



秋季小学生Aクラス
小学生男子シングルス
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所属団体 Round 1

1 WINNER  廣瀬 景人 [1]

2  Bye 1

3 Kids1TS  沖中 祐貴

4 愛媛トレセン北条  赤松 朔弥

5 KS.Jr  藤岡 興汏

6 Kids1TS  髙市 悠太

7 高津小  松本 暖大

8 巧庭球塾  小林 煌晟 [7]

9 屋島テニスクラブ  髙橋 優斗 [3]

10 巧庭球塾  池内 芯太朗

11 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  宇田 晴道

12 Kids1TS  友草 結希

13 石鎚ローンTC  青木 佑真

14 Finalist TC  日浦 麻紘

15 Kids1TS  片山 拓真

16 WINNER  田中 穂純 [6]

17 AKEBI TC  村井 皆心 [8]

18 巧庭球塾  八塚 遥斗

19 Kids1TS  佐伯 駿太

20 愛媛トレセン  池口 瑛太

21 WINNER  山岡 龍大

22 Finalist TC  西田 孝星

23 Kids1TS  横山 聡太

24 プレジールTA愛媛  工藤 遥真 [4]

25 WINNER  久保 将啓 [5]

26 四国中央市テニス協会  飛鷹 英佑

27 巧庭球塾  木山 澪

28 Kids1TS  小池 瑠虎

29 Kids1TS  岡田 知也

30 Finalist TC  二宗 咲介

31 WINNER  久保 拓都

32 北伊予小  平田 大翔 [2]

Round 2

 廣瀬 景人 [1]
 

 沖中 祐貴
 6-3 

 藤岡 興汏
 6-4 

 小林 煌晟 [7]
 6-2 

 髙橋 優斗 [3]
 6-2 

 宇田 晴道
 7-5 

 日浦 麻紘
 6-2 

 田中 穂純 [6]
 6-1 

 村井 皆心 [8]
 6-1 

 池口 瑛太
 6-4 

 西田 孝星
 6-1 

 工藤 遥真 [4]
 6-0 

 飛鷹 英佑
 6-1 

 木山 澪
 7-5 

 二宗 咲介
 6-4 

 平田 大翔 [2]
 6-2 

Quarterfinals

 廣瀬 景人 [1]
 6-0 

 小林 煌晟 [7]
 6-0 

 髙橋 優斗 [3]
 6-1 

 田中 穂純 [6]
 6-0 

 村井 皆心 [8]
 6-1 

 西田 孝星
 6-4 

 飛鷹 英佑
 6-2 

 平田 大翔 [2]
 6-0 

Semifinals

 廣瀬 景人 [1]
 6-2 

 髙橋 優斗 [3]
 6-4 

 西田 孝星
 6-4 

 平田 大翔 [2]
 6-1 

 髙橋 優斗 [3]順位 3-4

 西田 孝星

Final

 廣瀬 景人 [1]
 6-2 

 平田 大翔 [2]
 6-3 

 髙橋 優斗 [3]
 6-2 

 廣瀬 景人 [1]
 6-2 
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 小林 煌晟 [7]順位 5-8

 田中 穂純 [6]

 村井 皆心 [8]

 飛鷹 英佑

Final

 小林 煌晟 [7]
 7-6(3) 

 飛鷹 英佑
 6-4 

 田中 穂純 [6]順位 7-8

 村井 皆心 [8]

勝者

 小林 煌晟 [7]
 6-3 

 田中 穂純 [6]
 6-1 
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所属団体 Round 1

1 愛媛トレセン  窪田 結衣 [1]
2  Bye 1
3 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  坂上 雛菜
4 三間中  藤田 心逢
5  Bye 17
6 巧庭球塾  山邉 愛莉 [17]
7  Bye 15
8 WINNER  伊藤 彩華 [16]
9 松西中等  青木 萌絵 [11]

10  Bye 9
11 今治明徳中  清水 彩世
12 Finalist TC  久保 瑞菜
13 愛媛トレセン  長井 咲希
14 愛光中  山岡 実優
15  Bye 7
16 四国中央市テニス協会  栗原 小雪 [8]
17 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  柴垣 紗来 [3]
18  Bye 3
19 松西中等  上甲 由乙
20 今治明徳中  白石 優妃
21 新居浜ITC  神野 志奈
22 LCTC  村上 世夏
23  Bye 13
24 巧庭球塾  福岡 美結 [14]
25 坂吉ＴＳ  由井 愛海 [10]
26  Bye 11
27 松西中等  上坂 芽衣
28 三間JTC  土居 希愛
29 巧庭球塾  若松 咲蘭
30 R.FINALIST  杉森 心遥
31  Bye 5
32 愛媛トレセン  岡市 瑛蓮 [7]
33 松西中等  木戸 菜々香 [5]
34  Bye 6
35 KS.Jr  藤岡 凛
36  Bye 27
37 愛媛トレセン  堀 媛葉
38 今治明徳中  二宮 有惟
39  Bye 12
40 新居浜ITC  田邊 優莉奈 [9]
41 愛媛トレセン  藤井 花蓮 [15]
42  Bye 14
43 巧庭球塾  福岡 結菜
44 ミズキ  大上 紗季
45 松西中等  赤松 凛花
46 愛光中  山岡 聖菜
47  Bye 4
48 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  宇田 沙奈 [4]
49 愛媛トレセン  日下部 結愛 [6]
50  Bye 8
51 今治明徳中  森 優月
52 えばらITC  山崎 愛華
53  Bye 23
54 松西中等  白方 莉都
55  Bye 10
56 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  岡崎 未空 [12]
57 巧庭球塾  末廣 來見 [13]
58  Bye 16
59 Kids1TS  戸田 糸
60 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  笹野 珠里
61 Finalist TC  安部 葵
62 今治明徳中  小杉 颯遥
63  Bye 2
64 R.FINALIST  渡部 莉央 [2]

Round 2

 窪田 結衣 [1]
 
 藤田 心逢
 6-3 
 山邉 愛莉 [17]
 
 伊藤 彩華 [16]
 
 青木 萌絵 [11]
 
 清水 彩世
 6-2 
 長井 咲希
 6-1 
 栗原 小雪 [8]
 
 柴垣 紗来 [3]
 
 白石 優妃
 6-0 
 神野 志奈
 6-0 
 福岡 美結 [14]
 
 由井 愛海 [10]
 
 土居 希愛
 w.o.
 若松 咲蘭
 6-0 
 岡市 瑛蓮 [7]
 
 木戸 菜々香 [5]
 
 藤岡 凛
 
 堀 媛葉
 6-4 
 田邊 優莉奈 [9]
 
 藤井 花蓮 [15]
 
 福岡 結菜
 6-4 
 山岡 聖菜
 6-1 
 宇田 沙奈 [4]
 
 日下部 結愛 [6]
 
 山崎 愛華
 6-1 
 白方 莉都
 
 岡崎 未空 [12]
 
 末廣 來見 [13]
 
 笹野 珠里
 6-1 
 安部 葵
 6-0 
 渡部 莉央 [2]
 

Round 3

 窪田 結衣 [1]
 6-0 

 伊藤 彩華 [16]
 6-4 

 青木 萌絵 [11]
 6-2 

 栗原 小雪 [8]
 6-2 

 柴垣 紗来 [3]
 6-4 

 神野 志奈
 6-2 

 由井 愛海 [10]
 6-0 

 岡市 瑛蓮 [7]
 6-1 

 木戸 菜々香 [5]
 6-0 

 田邊 優莉奈 [9]
 6-0 

 藤井 花蓮 [15]
 6-0 

 宇田 沙奈 [4]
 6-3 

 日下部 結愛 [6]
 6-0 

 岡崎 未空 [12]
 6-1 

 末廣 來見 [13]
 6-3 

 渡部 莉央 [2]
 6-1 

Quarterfinals

 窪田 結衣 [1]
 6-0 

 青木 萌絵 [11]
 6-2 

 柴垣 紗来 [3]
 6-1 

 岡市 瑛蓮 [7]
 6-1 

 木戸 菜々香 [5]
 7-5 

 宇田 沙奈 [4]
 6-0 

 岡崎 未空 [12]
 6-1 

 渡部 莉央 [2]
 6-0 

Semifinals

 窪田 結衣 [1]
 6-0 

 柴垣 紗来 [3]
 6-3 

 宇田 沙奈 [4]
 7-5 

 渡部 莉央 [2]
 6-0 

 柴垣 紗来 [3]順位 3-4
 宇田 沙奈 [4]

Final

 窪田 結衣 [1]
 6-1 

 渡部 莉央 [2]
 6-0 

 柴垣 紗来 [3]
 6-2 

 窪田 結衣 [1]
 6-1 
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 青木 萌絵 [11]順位 5-8

 岡市 瑛蓮 [7]

 木戸 菜々香 [5]

 岡崎 未空 [12]

Final

 岡市 瑛蓮 [7]
 6-2 

 岡崎 未空 [12]
 6-4 

 青木 萌絵 [11]順位 7-8

 木戸 菜々香 [5]

勝者

 岡市 瑛蓮 [7]
 6-1 

 木戸 菜々香 [5]
 6-1 
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所属団体 Round 1

1 プレジールＴＡ愛媛  篠原 絢 [1]

2  Bye 1

3 Kids1TS  大森 美佐

4 巧庭球塾  篠崎 結月

5 愛媛トレセン  長井 智咲

6 TAG松山  山田 歩乃未

7 Finalist TC  西田 美翔

8 WINNER  山岡 優恵 [6]

9 Kids1TS  越智 一乃 [4]

10 TAG松山  渡部 萌衣

11 愛媛トレセン  上杉 菜月

12 WINNER  田中 寿実

13 新居浜ITC  神野 志依

14 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  柴垣 莉乃

15 愛媛トレセン  松本 梨花

16 巧庭球塾  竹本 菜桜 [8]

17 WINNER  新 美夏 [7]

18 愛媛トレセン  砂野 千晶

19 Finalist TC  藤田 真咲

20 TAG松山  新田 真奈美

21 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  脇 心音

22 WINNER  土井 杏夏 [9]

23 愛媛トレセン  山本 芽生

24 巧庭球塾  篠崎 星那 [3]

25 Kids1TS  仙波 茉千歩 [5]

26 愛媛トレセン  大南 陽芽莉

27 巧庭球塾  古賀 悠美

28 TAG松山  大熊 彩友香

29 石鎚ローンTC  藤田 桃子

30 プレジールＴＡ愛媛  野村 姫菜乃

31 AKEBI TC  松浦 心咲

32 愛媛トレセン  山中 星來 [2]

Round 2

 篠原 絢 [1]
 

 大森 美佐
 6-0 

 長井 智咲
 6-3 

 山岡 優恵 [6]
 6-0 

 越智 一乃 [4]
 6-1 

 田中 寿実
 7-6(1) 

 神野 志依
 6-0 

 松本 梨花
 6-3 

 新 美夏 [7]
 7-5 

 藤田 真咲
 6-4 

 土井 杏夏 [9]
 w.o.

 篠崎 星那 [3]
 6-0 

 仙波 茉千歩 [5]
 6-1 

 古賀 悠美
 6-1 

 野村 姫菜乃
 7-5 

 山中 星來 [2]
 6-0 

Quarterfinals

 篠原 絢 [1]
 6-0 

 山岡 優恵 [6]
 6-1 

 越智 一乃 [4]
 6-1 

 神野 志依
 6-0 

 新 美夏 [7]
 6-2 

 篠崎 星那 [3]
 6-2 

 仙波 茉千歩 [5]
 6-0 

 山中 星來 [2]
 6-0 

Semifinals

 篠原 絢 [1]
 6-0 

 越智 一乃 [4]
 6-2 

 篠崎 星那 [3]
 6-2 

 山中 星來 [2]
 6-1 

 越智 一乃 [4]順位 3-4

 篠崎 星那 [3]

Final

 篠原 絢 [1]
 6-1 

 山中 星來 [2]
 6-0 

 篠崎 星那 [3]
 6-2 

 篠原 絢 [1]
 6-4 
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 山岡 優恵 [6]順位 5-8

 神野 志依

 新 美夏 [7]

 仙波 茉千歩 [5]

Final

 神野 志依
 6-0 

 仙波 茉千歩 [5]
 6-2 

 山岡 優恵 [6]順位 7-8

 新 美夏 [7]

勝者

 仙波 茉千歩 [5]
 6-2 

 新 美夏 [7]
 7-6(5) 


