
お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 今井　孝幸 屋島 香川 1 井原　陽希 everyテニスクラブ 岡山

2 常谷　優衣 屋島 香川 2 今井　孝幸 屋島 香川

3 宮井　凱生 多肥 香川 3 徳倉　光 屋島 香川

4 大髙　連太朗 屋島 香川 4 野本　大馳 ラ・ポーム 徳島

5 松木　けいしろう 萩インドア 香川 5 裏辻　唯登 ラ・ポーム 徳島

6 日下部　悠丞 PDT 香川 6 日下部　悠丞 PDT 香川

7 堀北　徠太 PDT 香川 7 堀北　徠太 PDT 香川

8 讃野　朔 PDT 香川 8 合田　智博 屋島 香川

9 讃野　那奈 PDT 香川 9

10 吉井　滉人 PDT 香川 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

レッドボール男女混合シングルス

7/23(月)　　午前

レッドボール男女混合シングルス

7/23(月)　　午後



お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 西本　想来 フォーレスト 香川 1 西本　想来 フォーレスト 香川

2 岡　絋輝 フォーレスト 香川 2 岡　絋輝 フォーレスト 香川

3 杉本　早駿 山田テニスクラブ 徳島 3 鈴木　寿弥 I.出雲 島根

4 楠　奨真 屋島 香川 4 藤本　海聖 屋島 香川

5 阿部　煌大 丸亀TC 香川 5 扶川　英琉 山田テニスクラブ 徳島

6 藤本　海聖 屋島 香川 6 扶川　愛莉朱 山田テニスクラブ 徳島

7 辻　和杏 ラ・ポーム 徳島 7 戸田　樹伸 屋島 香川

8 戸田　樹伸 屋島 香川 8 徳倉　海都 屋島 香川

9 香川　荘太 PDT 香川 9 みやした　りょうま ハイブリッジ 香川

10 古田　健人 屋島 香川 10 池田　いろり 屋島 香川

11 徳倉　海都 屋島 香川 11 竹野　圭祐 屋島 香川

12 吉岡　悠里 ラ・ポーム 徳島 12 山本　陸真 屋島 香川

13 山本　陸真 屋島 香川 13 楠　勇真 屋島 香川

14 土井　昂志 テニスアリーナガーデン 徳島 14 岡田　颯 フォーレスト 香川

15 大髙　連太朗 屋島 香川 15 吉井　滉人 PDT 香川

16 日比　淳聖 屋島 香川 16 木戸　奈々香 コア☆フリード 愛媛

17 林　風雅 屋島 香川 17 古谷　一晟 コア☆フリード 愛媛

18 日下部　悠丞 PDT 香川 18 藤原　真大 テニスアリーナガーデン 徳島

19 堀北　徠太 PDT 香川 19 溝渕　翔星 ソルトインドア多肥 香川

20 吉井　颯輝 PDT 香川 20 小比賀　知里 ソルトインドア多肥 香川

21 吉井　滉人 PDT 香川 21 森本　惺太 トキワ 香川

22 森本　惺太 トキワ 香川 22 荒岡　暖人 屋島 香川

23 梶平　晴幸 テニスアリーナガーデン 徳島 23 竹内　瑛悟 屋島 香川

24 塩山　稔騎 屋島 香川 24 ふるかわ　とも PDT 香川

25 大倉　彪飛 屋島 香川 25 ふるかわ　せい PDT 香川

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

キャンセル待ちが多数の為、定員を増やしました。

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

グリーンボール男女混合シングルス グリーンボール男女混合シングルス

7/24(火)　　午前 7/24(火)　　午後



お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 西本　想来 フォーレスト 香川 1 西本　想来 フォーレスト 香川

2 楠　勇真 屋島 香川 2 井原　和紀 everyテニスクラブ 岡山

3 楠　奨真 屋島 香川 3 楠　勇真 屋島 香川

4 阿部　煌大 丸亀TC 香川 4 楠　奨真 屋島 香川

5 金子　太一 ラ・ポーム 徳島 5 阿部　煌大 丸亀TC 香川

6 藤本　海聖 屋島 香川 6 山本　陸真 屋島 香川

7 井上　貴道 山田テニスクラブ 徳島 7 扶川　英琉 山田テニスクラブ 香川

8 西本　裕太 HIROテニスカレッジ 徳島 8 加賀宇　亮佑 屋島 香川

9 近藤　輝真 山田テニスクラブ 徳島 9 徳倉　海都 屋島 香川

10 片山　咲風 ラスタットTC 岡山 10 みやした　りょうま ハイブリッジ 香川

11 香川　荘太 PDT 香川 11 井上　晴陽 屋島 香川

12 秋山　瑛音 萩インドア 香川 12 山下　雄大 屋島 香川

13 山本　陸真 屋島 香川 13 山下　大智 屋島 香川

14 井上　晴陽 屋島 香川 14 天童　雄心 屋島 香川

15 松本　悠太郎 萩インドア 香川 15 吉井　滉人 PDT 香川

16 廣瀬　勇太 PDT 香川 16 廣瀬　勇太 PDT 香川

17 古谷　一晟 コア☆フリード 愛媛 17 倉本　晄空 PDT 香川

18 森本　惺太 トキワ 香川 18 古谷　一晟 コア☆フリード 愛媛

19 大西　航太郎 リアンテニスチーム 愛媛 19 藤原　真大 テニスアリーナガーデン 徳島

20 後藤田　慎二郎 フリー 徳島 20 森本　惺太 トキワ 香川

21 21 香西　蓮人 ハイブリッジ 香川

22 22 大西　航太郎 リアンテニスチーム 愛媛

23 23 長原　武琉 遊プラザ 岡山

24 24 金子　太一 ラ・ポーム 徳島

25 25 後藤田　慎二郎 フリー 徳島

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

10歳以下男子シングルス 10歳以下男子シングルス

7/23(月)　　午前 7/23(月)　　午後

キャンセル待ちが多数の為、定員を増やしました。



お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 阿部　千春 丸亀TC 香川 1

2 常谷　彩花 屋島 香川 2

3 樽床　風音 ラスタット 岡山 3

4 木戸　奈々香 コア☆フリード 愛媛 4

5 溝渕　杏莉 テニスアリーナガーデン 徳島 5

6 篠原　絢 リアンテニスチーム 愛媛 6

7 中尾　咲希 リベロジュニア 香川 7

8 川風　心夢 山田テニスクラブ 徳島 8

9 高畑　菜々美 屋島 香川 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

10歳以下女子シングルス 10歳以下女子シングルス

7/23(月)　　午前 7/23(月)　　午後



お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 栗田　昇栄 HIROテニスカレッジ 徳島 1 岡　海翔 フォーレスト 香川

2 岡　海翔 フォーレスト 香川 2 武島　晟洋 屋島 香川

3 宮本　涼太 GURIM 徳島 3 楠　奨真 屋島 香川

4 さどしま　りく 山田テニスクラブ 徳島 4 さどしま　りく 山田テニスクラブ 徳島

5 井上　貴道 山田テニスクラブ 徳島 5 鈴木　佑門 I出雲 島根

6 菰渕　史温 屋島 香川 6 堀江　俊太 ソルトインドア多肥 香川

7 近藤　輝真 山田テニスクラブ 徳島 7 多田　善貴 ハイブリッジ 香川

8 立岩　玲桜 PDT 香川 8 笠井　勇希 ソルトインドア多肥 香川

9 尾形　彰吾 屋島 香川 9 香川　荘太 PDT 香川

10 岩﨑　梨矩 屋島 香川 10 市原　海聖 ハイブリッジ 香川

11 青木　亮輔 ロングウッド藍住 徳島 11 岩﨑　梨矩 屋島 香川

12 俣野　雅仁 丸亀テニスクラブ 香川 12 俣野　雅仁 丸亀テニスクラブ 香川

13 綾井　優太 ローランギャロテニスクラブ 香川 13 綾井　優太 ローランギャロテニスクラブ 香川

14 土井　剣志 テニスアリーナガーデン 徳島 14 神前　壱成 屋島 香川

15 倉本　晄空 PDT 香川 15 吉井　颯輝　 PDT 香川

16 武村　勇輝 テニスアリーナガーデン 徳島 16 倉本　晄空 PDT 香川

17 寒川　大河 トキワ 17 糸嶺　昊樹　 屋島 香川

18 乃口　隼 ソルトインドア多肥 香川 18 武村　勇輝 テニスアリーナガーデン 徳島

19 大西　航太郎 リアンテニスチーム 愛媛 19 乃口　隼 ソルトインドア多肥 香川

20 後藤　凌 リアンテニスチーム 愛媛 20 荒岡　健介 屋島 香川

21 後藤田　裕一郎 フリー 徳島 21 木田　恭輔 屋島 香川

22 木村　えいた 九州国際テニスクラブ 福岡 22 瀬部　僚介 屋島 香川

23 23 尾原　総司 屋島 香川

24 24 岩田　陸斗 テニスアリーナガーデン 徳島

25 25 後藤田　裕一郎 フリー 徳島

26 26 後藤　凌 リアンテニスチーム 愛媛

27 27 松田　弦 屋島 香川

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

12歳以下男子シングルス 12歳以下男子シングルス

7/24(火)　午前 7/24(火)　午後

キャンセル待ちが多数の為、定員を増やしました。



お名前 所属クラブ 県 お名前 所属クラブ 県

1 志久　舞優 ラスタットTC 岡山 1

2 田住　星雛奈 HIROテニスカレッジ 徳島 2

3 阿部　千春 丸亀TC 香川 3

4 常谷　彩花 屋島 香川 4

5 淵崎　絢 屋島 香川 5

6 溝渕　杏莉 テニスアリーナガーデン 徳島 6

7 古田　遥 屋島 香川 7

8 池田　彩香 志度ジュニア 香川 8

9 池田　結香 志度ジュニア 香川 9

10 栗原　小雪 関川小学校 10

11 植田　彩夢 屋島 香川 11

12 高原　彩音 屋島 香川 12

13 木村　えりか 九州国際テニスクラブ 福岡 13

14 日下部　芽愛 愛媛TTC 愛媛 14

15 日下部　結愛 愛媛TTC 愛媛 15

16 丸山　華穂 柳生園テニスクラブ 岡山 16

屋島ジュニアオープンテニストーナメント　

12歳以下女子シングルス 12歳以下女子シングルス

7/24(火)　午前 7/24(火)　午後


