
（日程）

ラウンド 会場 ラウンド 会場 ラウンド 会場 ラウンド 会場

 (予選) (本戦) (本戦)
１R〜QF SF〜F

順位決定戦 順位決定戦
 (予選) (本戦) (本戦)

１Ｒ ２Ｒ〜F
順位決定戦

 (予選) (本戦) (本戦)
１R〜QF SF〜F

順位決定戦 順位決定戦
 (予選) (本戦) (本戦)

１Ｒ ２Ｒ〜F
順位決定戦

(注意事項)
１．受　付 ︓選⼿は予定時刻（ドロー記載時間)までに⼤会本部で受付を済ませてください。

※18才以下⼥⼦シングルス・ダブルスの予選(3/26)会場は豊後企画⼤分駄原テニスコートです。
※本大会は新型コロナウイルス感染予防のため、無観客での開催といたします。
  選手以外の方の会場への入場はできません。(会場外からの観戦も禁止します)

２．試合方法 全試合、ノー・アドバンテージスコアリング方式
シングルス︓ 準決勝、決勝は、３ショートセット・ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント)　

他の試合は全て、１セットマッチ（６ゲームオール、タイブレーク）
ダブルス︓ 準決勝、決勝は、３ショートセット・ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント)

他の試合は全て、１セットマッチ（６ゲームオール、タイブレーク）
※１８才以下男⼦・⼥⼦の予選 (シングルス、ダブルス) は全て１セットマッチ

※ ３ショートセットとは、相⼿より２ゲーム以上離して先に４ゲーム取った方がそのセットの勝者となる。
４ゲームオールになった時はタイブレーク・ゲーム(７ポイント)を⾏う。
セットスコアが１セットオールになった時は、そこでタイブレーク・ゲーム(１０ポイント)を⾏って試合の
勝敗を決める。このタイブレーク・ゲームは最終セットの代わりとなる。

３．試合球 ︓ダンロップフォート(初戦及び準決勝、決勝はニューボール、他の試合はセットボール使用)
４．進　⾏ ︓試合進⾏はオーダーオブプレー（試合進⾏表）により⾏います。選⼿は各⾃確認してください。
５．練　習 ︓試合前の練習はサービス４本のみとします。
６．審　判 ︓セルフジャッジ　　
７．服　装 ︓（公財）⽇本テニス協会　公式トーナメント競技規則に定めるテニスウェアとする。

［⾊の規制は⾏いませんが、ロゴ（大きさ・数等）には注意して下さい。］
８．その他 ︓他の事項については、(公財)⽇本ﾃﾆｽ協会　テニスルール、公式トーナメント競技規則によります。

　　本⼤会は、新型コロナウイルス感染拡⼤防止の措置として、別紙の「選⼿及び観客・応援者のための
　　⼤分県テニス協会主催⼤会の開催に向けた感染拡⼤予防ガイドライン] に沿って運営を⾏います。 
　　⼤会当⽇は、新型コロナウイルス感染予防対応のため、観戦者・応援者の来場はできません。
　　選手は予定の試合終了後、速やかに会場より退場(帰宅)してください。
　　参加選⼿は、「ガイドライン」を事前によく確認の上で、ご来場いただきますようお願いします。
　　(当⽇は、検温の上、マスクは必ず持参してください。)

連絡先・・・⼤分県テニス協会　ジュニア委員会　 佐藤　景樹   TEL・・090-5483-0074

３月２９日（火）

⼤分スポーツ
公園

昭和電工
テニスコート

⼤分スポーツ
公園

昭和電工
テニスコート

⼤分スポーツ
公園

昭和電工
テニスコート

３月２６日（土）

豊後企画
⼤分駄原
テニスコート

⼤分スポーツ
公園

昭和電工
テニスコート

３月２７日（日） ３月２８日（月）

1R〜F

ダブルス

シングルス

ダブルス

　　　　　　　第４９回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選仮ドロー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(１８才以下）

男子

⼥子

1R〜F

1R〜F

種    目

１８才以下

シングルス

1R〜F

無観客開催



選手および観客・応援者のための 

大分県テニス協会主催大会の開催に向けた感染拡大予防ガイドライン 

 

本ガイドラインは、スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本テニス協会、日本テニス事業協会が

これまで発表したガイドライン等の情報に沿って、大分県テニス協会が主催する大会における

感染拡大予防のための留意点をまとめたものです。大会を開催するためにはガイドラインの遵

守が必要です。大会に参加される選手だけでなく、会場に来場される応援者、観客の皆さんにお

かれましては、大変ご不便をおかけしますが、全ての皆さんの安全安心を守るという趣旨をご理

解の上、大会にご参加いただきますようお願いします。 

 

参加選手・来場者の方へのお願い 

（１）大会会場来場前には必ず自ら検温を実施した上で、以下の事項に該当する場合は、来場

できません。 

① 体調がよくない場合（当日も含め２週間以内に発熱・咳・咽頭痛・鼻汁・下痢など

の症状がある場合） 

② 同居家族や身近な知人に上記症状があり、検査等でコロナ感染の陰性が確認されて

いない場合。 

③ 過去 14 日以内に同居家族に、コロナ感染陽性者または濃厚接触者で検査等による陰

性が確認されていない者がいる場合。 

④ 過去 14 日以内にコロナ感染者の濃厚接触者となった者。 

⑤ その他、新型コロナウイルス感染が疑われる状況にある方。 

※コロナ感染者の濃厚接触者とは「保健所より濃厚接触者と認定された者」や「感染者

との関係で PCR 検査が必要と判断された者」を指す 

（２）来場者はマスクを必ず着用すること。試合を行っている選手以外は必ず着用すること。 

マスクの着用がない方は入場をお断りしますのでご注意下さい。 

(熱中症の恐れがあるため、プレイ中のマスクの着用は不要です) 

（３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

（４）来場者は必ず本部にてチェックシートを記入すること（選手はエントリーシート、スタ

ッフ、応援者等その他の来場者は健康チェックシート）。 

（５）定期的に(特に試合の前後)手洗い、消毒等をするように心がけ、用具、用品 

（ラケット、タオル、ウェアなど）の共用は避けること。 

（６）当日の混雑を避けるために、選手以外の観客および応援者、送迎・引率などの同伴者

（以下「応援者等」という。）に関しては原則入場を禁止します（無観客開催の場合）。 

※ 無観客開催とするか、応援者等の来場制限による開催とするかについては大会ごと

に判断します 

（７）参加選手が応援する時は、必ずマスクを着用し、接触を避けて一定の間隔（２ｍが目

安、最低１ｍ）をとっての応援を心がけること（障がい者の誘導や介助を行う場合を除

く）。バッグや手荷物等の保管場所の間隔も空けるようにお願いします(応援者等につい

ても同様とする)。 

（８）会場内での大きな声での会話、応援等はしないこと(応援は拍手のみとする)。 

（９）飲食については最低限のものとし、周囲の人と距離をとって対面を避けること。飲食中

の会話は一切行わないこと。 



（10）会場内で購入したドリンク類、他から持ち込んだ飲食物などのゴミ類(ペットボトルや使

用済みマスク等)は必ず全て自分で持ち帰ること。 

（11）感染防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 

   従わない場合は、失格・退場（会場より）となる場合もありますので注意してくださ

い。応援者等が従わない場合は、応援者等本人はもとより被応援者にも失格・退場の措

置を適用する場合があります。 

（12）感染拡大予防、「３密（密閉、密集、密接）」防止のため、 

･ 選手は試合終了後、応援者等は目的の試合が終わった後、速やかに会場より退場す

ること。 

･ 応援者等は原則来場を禁止します（無観客開催の場合）。 

※ 無観客開催とするか、応援者等の来場制限による開催とするかについては大会ごと

に判断します 

（13）熱中症予防として、やむを得ずマスクを外す場合は周囲と２ｍ以上の距離をとり、一切

会話は行わないこと。外す時間も極力短くすること。 

（14）雨天や落雷の危険性がある時は、車に退避するなどして通路等の屋根の下での密を避け

ること。 

 

試合当日～試合の手順等 

（１）会場に到着したら、密を避けながら本部が指定する記入場所において、エントリー用紙

(当日の申告用紙を兼ねる)に必要事項を記入の上、受付に提出する。 

 ●参加者以外のスタッフ、応援者等のその他の来場者も別様式の申告書に必ずご記入

をお願いします。 

（２） 本部のオーダーオブプレーボードで、自分の試合コート、進行状況を確認する。 

（３）試合待機中にはお互いの距離を十分にとり、多くの人が集まらないようにして待機す

る。なお、エントリー番号の若い選手はボールを受け取っておく。 

（４）前の試合が終了したら、選手が完全にコートから退出後に入場する（直前までマスク 

装着）。試合が終了した選手は、速やかにコートから退出しマスクを着用すること。 

（５）試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行う。(試合後

の握手はせずに挨拶のみとする) 

（６）試合中、ポイント取得の際などに大声を発することはしない。またダブルスでは、イン

プレー中以外はペアとの距離を保ち、至近距離の会話、ハイタッチ、握手は避けること。 

（７）エンドチェンジの際は選手がそれぞれネットの別々のサイドから右回りに移動し、スコ

アボードについては自分のスコアのみ変える。 

（８）勝者がボールを返却し結果の報告をする。前に別の報告者がいた場合の順番待ちは身体

的距離を確保すること（２ｍが目安、最低１ｍ)。 

（９）試合終了後は必ず手洗い・消毒等をする。 

（10）感染予防対策を優先するため、表彰式については省略した形で行います。 

（11）上記（下記注意事項も含む）ルールに従わない場合は失格となる場合もありますので 

注意してください。 

 

 

 



その他選手注意事項 

（１）ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフ

ェスも含めできるだけ手で触れないこと 

（２）タオルの共用はしないこと。タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。 

（３）ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと。 

（４）咳・くしゃみの際は腕で口を覆うこと 

（５）唾や痰をはくことは行わないこと（ティッシュなどに吐き各自で持って帰る） 

 

その他 

（１）大会終了後、万が一 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者

に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告して下さい。また、大分県、医療関係

等へ個人情報を提供する場合があることをご了解下さい 

（２）感染拡大防止期間の特別処置として、大会が中止された場合につきましては参加料を返

金いたします。 

（３）本ガイドラインの、無観客開催、応援者等の来場制限による開催、各項目の適用につい

ては、感染の状況により大会ごとに判断し弾力的に運用します。 

 

  令和２年６月２７日制定 

令和２年７月３０日改訂 

令和３年１月２５日改訂 

 令和３年９月 ７日改訂 



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸  Final    
 9:00    

2 大分豊府高校 大⻄ 安⾥     
    

3 大分東明高校 水上 太晴   順位 3-4   
 9:00     

4 大分雄城台高校 古屋 勇輝    
    

5 大分東明高校 清水 颯太   
 9:00   

6 大分舞鶴高校 二宮 煌太   
    

7 岩田高校 大谷 啓仁   
 9:00   

8 大分鶴崎高校 板井 勇士朗   
    

9 大分鶴崎高校 川邉 一真   
 9:00   

10 大分雄城台高校 松田 靖樹   
    

11 別府鶴⾒丘高校 大塚 新理   
 9:00   

12 別府翔⻘高校 池辺 聖人   
    

13 中津北高校 有浦 耀   
 9:00   

14 大分豊府高校 ⽴川 敦洋   
    

15 大分鶴崎高校 草場 裕貴   
 9:00   

16 大分舞鶴高校 糸永 龍⽮   
    

17 大分舞鶴高校 齋藤 樹市   
 9:00   

18 中津北高校 渡邉 巧   
    

19 福徳学院高校 角町 和真   
 9:00   

20 大分鶴崎高校 濱野 太輔   
    

21 中津北高校 島本 拓実   
 9:00   

22 大分鶴崎高校 用正 泰雅   
    

23 大分南高校 辻 勇人   
 9:00   

24 別府鶴⾒丘高校 髙⾒ 直良   
    

25 大分鶴崎高校 川野 恭吾   
 9:00   

26 大分工業高校 辻 猛   
    

27 大分舞鶴高校 豊島 和   
 9:00   

28 鶴崎工業高校 大本 涼翔   
    

29 大分鶴崎高校 大土 蒼太   
 9:00   

30 中津北高校 穴瀬 大翔   
    

31 別府溝部学園高校 後藤 大翔   
 9:00   

32 大分舞鶴高校 福森 功一郎   

2022年3⽉28⽇(⽉)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
    

33 大分舞鶴高校 髙田 快   
 9:30   

34 大分鶴崎高校 和泉 直樹   
    

35 中津南高校 江川 佑希   
 9:30   

36 高田高校 河野 朔士   
    

37 別府鶴⾒丘高校 加藤 誠之介   
 9:30   

38 福徳学院高校 寺岡 正太郎   
    

39 大分豊府高校 涌 杏輔   
 9:30   

40 大分鶴崎高校 中島 大和   
    

41 別府鶴⾒丘高校 粟村 秀音   
 9:30   

42 福徳学院高校 角町 和弘   
    

43 大分鶴崎高校 境 伶真   
 9:30   

44 大分雄城台高校 河野 遼太郎   
    

45 中津北高校 中元 孝輔   
 9:30   

46 別府鶴⾒丘高校 本田 章悟   
    

47 別府翔⻘高校 寺山 航平   
 9:30   

48 大分舞鶴高校 大野 琢実   
    

49 大分舞鶴高校 冨田 ⻯誠   
 9:30   

50 別府鶴⾒丘高校 村島 颯天   
    

51 福徳学院高校 土田 海琉   
 9:30   

52 大分豊府高校 浜田 楓斗   
    

53 杵築高校 甲斐 風治郎   
 9:30   

54 大分鶴崎高校 安部 凌⽮   
    

55 大分舞鶴高校 熊谷 光陽   
 9:30   

56 大分工業高校 安部 隼⽮   
    

57 大分鶴崎高校 ⼩林 郁哉   
 9:30   

58 大分雄城台高校 米山 和輝   
    

59 大分上野丘高校 ⼩川 百翔   
 9:30   

60 大分豊府高校 大島 匡祥   
    

61 TIP 新納 勇志   
 9:30   

62 大分上野丘高校 服部 友紀   
    

63 福徳学院高校 池部 碧飛   
 9:30   

64 大分舞鶴高校 川上 慶槇  

2022年3⽉28⽇(⽉)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス - 順位 5-16

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  
 順位 5-8   
   
    
    
    
    
   
   
 順位 7-8   
   
   
   
 順位 9-16   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
 順位 11-12   
   
   
   
 順位 13-16   
   
    
    
    
    
   
   
 順位 15-16   
   
   
  
 

2022年3⽉28⽇(⽉)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下⼥⼦シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 福徳学院高校 野口 愛菜  Fina   
 9:00    

2 大分豊府高校 大園 ⽻琉     
    

3 大分東明高校 山本 心美   順位 3-4   
 9:00     

4 別府翔⻘高校 廣津 愛花    
    

5 大分東明高校 古手川 佳子   
 9:00   

6 大分雄城台高校 ⽥北 怜奈   
    

7 大分⻄高校 麻生 莉杏   
 9:00   

8 別府翔⻘高校 佐藤 遥   
    

9 別府翔⻘高校 沼⽥ 愛優美   
 9:00   

10 杵築高校 小倉 玉弥   
    

11 大分舞鶴高校 河野 莉子   
 9:00   

12 大分鶴崎高校 志村 ののか   
    

13 大分上野丘高校 古賀 愛佳   
 9:00   

14 別府翔⻘高校 相部 美咲   
    

15 TIP 鴨⽥ 百合   
 9:00   

16 福徳学院高校 佐藤 美遥   
    

17 福徳学院高校 畑⽥ 優奈   
 9:00   

18 大分東明高校 宮成 優衣   
    

19 大分鶴崎高校 阿部 桃子   
 9:00   

20 NTCクラブ 片山 友絵   
    

21 中津南高校 杉谷 彩花   
 9:00   

22 杵築高校 橋元 なつき   
    

23 大分豊府高校 ⻄来 珠⻘   
 9:00   

24 福徳学院高校 寺司 美遥   
    

25 杵築高校 溝部 愛心   
 9:00   

26 情報科学高校 ⽥中 愛梨   
    

27 大分雄城台高校 後藤 彩光   
 9:00   

28 TIP 深⽥ 麻友   
    順位 5-8 

29 大分舞鶴高校 後藤 萌香     
 9:00     

30 ⽇本⽂理大学附属高校 佐々木 葵      
       

31 杵築高校 本⽥ 莉緒      
 9:00      

32 福徳学院高校 古⻑ 果歩    

順位 7-8   
  
  

2022年3⽉28⽇(⽉)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下⼥⼦シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
    

33 杵築高校 中城 沙英   
 9:30   

34 大分南高校 工藤 花埜   
    

35 大分東明高校 小山 未葵   
 9:30   

36 ウェボテニススクール 後藤 彩心   
    

37 大分⻄高校 荒川 遥南   
 9:30   

38 杵築高校 甲斐 こころ   
    

39 情報科学高校 石井 花凛   
 9:30   

40 大分雄城台高校 井上 なつき   
    

41 大分鶴崎高校 村尾 沙羅奈   
 9:30   

42 別府鶴⾒丘高校 松⽥ 志衣菜   
    

43 大分東明高校 衞藤 彩花   
 9:30   

44 楊志館高校 橘 未夢   
    

45 大分鶴崎高校 石野 眞奈   
 9:30   

46 大分東明高校 ⻑澤 美咲   
    

47 国東高校 ⾜⽴ 希海   
 9:30   

48 福徳学院高校 渡邊 彩花   
    

49 大分⻄高校 姫嶋 花音   
 9:30   

50 ⽇出総合高校 島⽥ 芽依   
    

51 福徳学院高校 佐竹 杏⽉   
 9:30   

52 大分鶴崎高校 河野 優乃   
    

53 ⽇本⽂理大学附属高校 武藤 千穂   
 9:30   

54 大分舞鶴高校 二村 有珂   
    

55 情報科学高校 藥師寺 未来   
 9:30   

56 大分南高校 吉野 朝香   
    

57 大分豊府高校 佐藤 優莉   
 9:30   

58 大分東明高校 後藤 千夏   
    

59 楊志館高校 内林 怜泉   
 9:30   

60 大分舞鶴高校 岡原 美⽻   
    

61 大分南高校 ⾜⽴ 沙和奈   
 9:30  

62 大分雄城台高校 秋吉 輪音花   
    

63 大分⻄高校 ⾜⽴ 唯   
 9:30   

64 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹  

2022年3⽉28⽇(⽉)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
大分舞鶴高校 髙田 快

1 大分舞鶴高校 齋藤 樹市  Final   
大分豊府高校 大島 匡祥 12:30    

2 大分豊府高校 浜田 楓斗     
大分工業高校 安部 隼矢   

3 大分工業高校 辻 猛   順位 3-4   
大分雄城台高校 古屋 勇輝 12:30     

4 大分雄城台高校 山本 翔太     
大分豊府高校 大⻄ 安⾥   

5 大分豊府高校 ⽴川 敦洋   
大分鶴崎高校 大土 蒼太 12:30   

6 大分鶴崎高校 草場 裕貴   
大分舞鶴高校 熊谷 光陽   

7 大分舞鶴高校 笹木 惇也   
別府鶴⾒丘高校 粟村 秀音 12:30   

8 別府鶴⾒丘高校 髙⾒ 直良   
大分舞鶴高校 大野 琢実   

9 大分舞鶴高校 糸永 龍矢   
別府翔⻘高校 寺山 航平 12:30   

10 別府翔⻘高校 池辺 聖人   
杵築高校 清原 泰介   

11 杵築高校 甲斐 風治郎   
大分鶴崎高校 指原 雅紀 12:30   

12 大分鶴崎高校 濱野 太輔   
別府溝部学園高校 後藤 大翔   

13 別府溝部学園高校 徳丸 裕都   
大分舞鶴高校 二宮 煌太 12:30   

14 大分舞鶴高校 豊島 和   
別府鶴⾒丘高校 本田 章悟   

15 別府鶴⾒丘高校 櫻木 信太郎   
大分鶴崎高校 境 伶真 12:30   

16 大分鶴崎高校 川野 恭吾   
大分鶴崎高校 中島 大和   

17 大分鶴崎高校 川邉 一真   
大分雄城台高校 松田 靖樹 13:00   

18 大分雄城台高校 河野 遼太郎   
別府鶴⾒丘高校 大塚 新理   

19 別府鶴⾒丘高校 村島 颯天   
中津南高校 四方 温人 13:00   

20 中津南高校 梅木 武琉   
中津北高校 中元 孝輔   

21 中津北高校 藤川 泰希   
大分鶴崎高校 安部 凌矢 13:00   

22 大分鶴崎高校 用正 泰雅   
福徳学院高校 土田 海琉   

23 大分鶴崎高校 ⼩林 郁哉   
大分舞鶴高校 冨田 ⻯誠 13:00   

24 大分舞鶴高校 川上 慶槇   
大分鶴崎高校 和泉 直樹   

25 大分鶴崎高校 板井 勇士朗   
別府鶴⾒丘高校 加藤 誠之介 13:00   

26 別府鶴⾒丘高校 大久保 直明   
中津南高校 寺本 東吾   

27 中津南高校 江川 佑希   
福徳学院高校 角町 和弘 13:00   

28 福徳学院高校 角町 和真   
日出総合高校 中野 翔太   順位 5-8 

29 日出総合高校 安部 悠斗     
福徳学院高校 寺岡 正太郎 13:00    

30 福徳学院高校 池部 碧飛      
大分東明高校 水上 太晴      

31 大分東明高校 谷口 友啓      
大分舞鶴高校 福森 功一郎 13:00      

32 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸    
    
 順位 7-8   
   
   

2022年3⽉28日(⽉)、29日(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下⼥⼦ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
福徳学院高校 渡邊 彩花

1 福徳学院高校 野口 愛菜  Final   
情報科学高校 後藤 桃花 12:30    

2 情報科学高校 石井 花凛     
大分東明高校 古手川 佳子   

3 大分東明高校 ⻑澤 美咲   順位 3-4   
大分豊府高校 大園 ⽻琉 12:30     

4 大分豊府高校 橋本 菜央    
情報科学高校 菅本 麗奈   

5 情報科学高校 ⻑野 優花   
大分東明高校 山本 心美 12:30   

6 大分東明高校 衞藤 彩花   
大分雄城台高校 後藤 彩光   

7 大分雄城台高校 秋吉 輪⾳花   
別府翔⻘高校 佐藤 遥 12:30   

8 別府翔⻘高校 沼田 愛優美   
杵築高校 溝部 愛心   

9 杵築高校 甲斐 こころ   
中津南高校 園田 昂⾥ 12:30   

10 中津南高校 杉谷 彩花   
高田高校 松浦 愛華   

11 高田高校 牧 杏紗花   
TIP 深田 麻友 12:30   

12 TIP 鴨田 百合   
福徳学院高校 佐竹 杏月   

13 福徳学院高校 寺司 美遥   
別府翔⻘高校 廣津 愛花 12:30   

14 別府翔⻘高校 相部 美咲   
⽇本⽂理大学附属高校 佐々木 葵   

15 ⽇本⽂理大学附属高校 武藤 千穂   
杵築高校 中城 沙英 12:30   

16 杵築高校 橋元 なつき   
杵築高校 小倉 玉弥   

17 杵築高校 本田 莉緒   
国東高校 ⾜⽴ 希海 13:00   

18 国東高校 郷司 京花   
大分東明高校 宮成 優衣   

19 大分東明高校 後藤 千夏   
大分鶴崎高校 石野 眞奈 13:00   

20 大分鶴崎高校 阿部 桃子   
大分南高校 吉野 朝香   

21 大分南高校 ⾜⽴ 沙和奈   
中津北高校 守口 咲⽻ 13:00   

22 中津北高校 藤田 理子   
PUERI 内田 さら   

23 PUERI 林田 彩和   
福徳学院高校 佐藤 美遥 13:00   

24 福徳学院高校 畑田 優奈   
大分⻄高校 姫嶋 花⾳  

25 大分⻄高校 ⾜⽴ 唯  
楊志館高校 内林 怜泉 13:00   

26 楊志館高校 橘 未夢   
大分雄城台高校 井上 なつき   

27 大分雄城台高校 田北 怜奈   
大分鶴崎高校 吉田 華⾳ 13:00   

28 大分鶴崎高校 村尾 沙羅奈   
別府鶴⾒丘高校 ⽇名子 あおい   順位 5-8 

29 別府鶴⾒丘高校 松田 志衣菜     
大分東明高校 小山 未葵 13:00     

30 大分東明高校 須山 永理      
大分舞鶴高校 二村 有珂      

31 大分舞鶴高校 河野 莉子      
福徳学院高校 古⻑ 果歩 13:00      

32 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹    
  
 順位 7-8   
   
   

2022年3月28⽇(月)、29⽇(⽕)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第４９回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
本戦DA選手(予選免除者） ※本戦ドローは予選終了後に作成・発表します。
18才以下男子シングルス 18才以下⼥子シングルス
No. 所属団体 No. 所属団体
1 大分工業高校 安部 隼矢 1 杵築高校 中城 沙英
2 大分上野丘高校 小川 百翔 2 杵築高校 溝部 愛心
3 大分上野丘高校 服部 友紀 3 杵築高校 甲斐 こころ
4 大分鶴崎高校 川邉 一真 4 杵築高校 橋元 なつき
5 大分鶴崎高校 中島 大和 5 大分⻄高校 姫嶋 花音
6 大分鶴崎高校 川野 恭吾 6 大分鶴崎高校 村尾 沙羅奈
7 大分鶴崎高校 板井 勇士朗 7 大分鶴崎高校 阿部 桃子
8 大分鶴崎高校 小林 郁哉 8 大分東明高校 衞藤 彩花
9 大分鶴崎高校 境 伶真 9 大分東明高校 小山 未葵
10 大分鶴崎高校 安部 凌矢 10 大分東明高校 山本 心美
11 大分鶴崎高校 用正 泰雅 11 大分東明高校 ⻑澤 美咲
12 大分東明高校 水上 太晴 12 大分南高校 吉野 朝香
13 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸 13 大分舞鶴高校 二村 有珂
14 大分舞鶴高校 川上 慶槇 14 大分舞鶴高校 河野 莉子
15 大分舞鶴高校 大野 琢実 15 大分豊府高校 佐藤 優莉
16 大分舞鶴高校 齋藤 樹市 16 大分雄城台高校 井上 なつき
17 大分舞鶴高校 冨田 ⻯誠 17 大分雄城台高校 後藤 彩光
18 大分舞鶴高校 糸永 龍矢 18 大分雄城台高校 田北 怜奈
19 大分舞鶴高校 髙田 快 19 大分雄城台高校 秋吉 輪音花
20 大分舞鶴高校 福森 功一郎 20 ⽇本⽂理大学附属高校 佐々木 葵
21 大分舞鶴高校 豊島 和 21 福徳学院高校 野口 愛菜
22 大分舞鶴高校 二宮 煌太 22 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹
23 大分豊府高校 ⽴川 敦洋 23 福徳学院高校 渡邊 彩花
24 中津南高校 江川 佑希 24 福徳学院高校 畑田 優奈
25 中津北高校 穴瀬 大翔 25 福徳学院高校 古⻑ 果歩
26 福徳学院高校 寺岡 正太郎 26 福徳学院高校 佐藤 美遥
27 福徳学院高校 角町 和真 27 福徳学院高校 寺司 美遥
28 福徳学院高校 土田 海琉 28 福徳学院高校 佐竹 杏月
29 別府鶴⾒丘高校 粟村 秀音 29 別府翔⻘高校 沼田 愛優美
30 別府鶴⾒丘高校 髙⾒ 直良 30 別府翔⻘高校 佐藤 遥
31 別府鶴⾒丘高校 大塚 新理 31 別府翔⻘高校 相部 美咲
32 別府鶴⾒丘高校 本田 章悟 32 楊志館高校 内林 怜泉

18才以下男子ダブルス 18才以下⼥子ダブルス
No. 所属団体 No. 所属団体

杵築高校 甲斐 風治郎 杵築高校 溝部 愛心
杵築高校 清原 泰介 杵築高校 甲斐 こころ
大分工業高校 安部 隼矢 杵築高校 中城 沙英
大分工業高校 辻 猛 杵築高校 橋元 なつき
大分鶴崎高校 川邉 一真 杵築高校 本田 莉緒
大分鶴崎高校 中島 大和 杵築高校 小倉 玉弥
大分鶴崎高校 川野 恭吾 高田高校 松浦 愛華
大分鶴崎高校 境 伶真 高田高校 牧 杏紗花
大分鶴崎高校 和泉 直樹 大分⻄高校 姫嶋 花音
大分鶴崎高校 板井 勇士朗 大分⻄高校 ⾜⽴ 唯
大分鶴崎高校 大土 蒼太 大分東明高校 衞藤 彩花
大分鶴崎高校 草場 裕貴 大分東明高校 山本 心美
大分鶴崎高校 用正 泰雅 大分東明高校 後藤 千夏
大分鶴崎高校 安部 凌矢 大分東明高校 宮成 優衣
大分舞鶴高校 髙田 快 大分東明高校 古手川 佳子
大分舞鶴高校 齋藤 樹市 大分東明高校 ⻑澤 美咲
大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸 大分東明高校 小山 未葵
大分舞鶴高校 福森 功一郎 大分東明高校 須山 永理
大分舞鶴高校 糸永 龍矢 大分雄城台高校 田北 怜奈
大分舞鶴高校 大野 琢実 大分雄城台高校 井上 なつき
大分舞鶴高校 川上 慶槇 中津北高校 守口 咲羽
大分舞鶴高校 冨田 ⻯誠 中津北高校 藤田 理子
大分舞鶴高校 二宮 煌太 福徳学院高校 野口 愛菜
大分舞鶴高校 豊島 和 福徳学院高校 渡邊 彩花
中津南高校 江川 佑希 福徳学院高校 古⻑ 果歩
中津南高校 寺本 東吾 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹
福徳学院高校 寺岡 正太郎 福徳学院高校 佐藤 美遥
福徳学院高校 池部 碧飛 福徳学院高校 畑田 優奈
別府鶴⾒丘高校 髙⾒ 直良 別府翔⻘高校 佐藤 遥
別府鶴⾒丘高校 粟村 秀音 別府翔⻘高校 沼田 愛優美
別府鶴⾒丘高校 村島 颯天 別府翔⻘高校 相部 美咲
別府鶴⾒丘高校 大塚 新理 別府翔⻘高校 廣津 愛花
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第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (1)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
  

1 福徳学院高校 池部 碧飛  
  池部 碧飛

2  Bye   
  11:00  

3 中津北高校 髙上 碧天   
 9:00   

4 大分雄城台高校 藤原 雅仁   
    Q1 

5 大分東明高校 荒木 優大   
 9:00   

6 高田高校 萩 凌⼈   
    

7 大分上野丘高校 安部 倫太朗   
 9:00   

8 大分鶴崎高校 都甲 律樹  
  

9 鶴崎工業高校 大本 涼翔  
  大本 涼翔

10  Bye   
  11:00  

11 日出総合高校 山口 海斗   
 9:00   

12 大分雄城台高校 北野 良太   
    Q2 

13 楊志館高校 森 温翔   
 9:00   

14 大分鶴崎高校 髙橋 容⼀郎   
    

15 中津南高校 ⽴川 優太   
 9:00   

16 大分上野丘高校 清末 慎修  
  

17 別府溝部学園高校 後藤 大翔  
  後藤 大翔

18  Bye   
  11:00  

19 大分工業高校 小池 涼介   
 9:00   

20 大分上野丘高校 末廣 ⼀真   
    Q3 

21  Bye   
  髙瀬 雄大  

22 大分上野丘高校 髙瀬 雄大   
  11:00  

23 大分雄城台高校 乙津 孝太朗   
 9:00   

24 大分南高校 藤本 颯太  
   

25 大分工業高校 辻 猛  
  辻 猛

26  Bye   
  11:00  

27 大分雄城台高校 福岡 理斗   
 9:00   

28 福徳学院高校 秋吉 慶太郎   
    Q4 

29 別府鶴⾒丘高校 江藤 晃   
 9:00   

30 楊志館高校 林 悠吏   
    

31 高田高校 平岡 勇樹   
 9:00   

32 大分東明高校 池島 輝  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (2)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
  

33 大分鶴崎高校 和泉 直樹  
  和泉 直樹

34  Bye   
  11:00  

35 大分東明高校 ⽵尾 琉希   
 9:00   

36 大分工業高校 森崎 輝   
    Q5 

37 大分雄城台高校 笹森 ⼀瑳   
 9:00   

38 日本⽂理大学附属高校 堀川 友輔   
    

39 岩田高校 浦田 翔太郎   
 9:00   

40 日出総合高校 井上 龍弥  
   

41 別府翔⻘高校 池辺 聖⼈  
  池辺 聖⼈

42  Bye   
  11:30  

43 高田高校 山形 柚樹   
 9:00   

44 大分上野丘高校 田仲 佑将   
    Q6 

45 大分雄城台高校 樫木 昌晃   
 9:00   

46 大分鶴崎高校 佐藤 謙成   
  11:30  

47  Bye   
  中野 翔太  

48 日出総合高校 中野 翔太  
  

49 別府鶴⾒丘高校 村島 颯天  
  村島 颯天

50  Bye   
  11:30  

51 大分上野丘高校 森末 勇気   
 9:00   

52 中津南高校 藤崎 将伍   
    Q7 

53 宇佐産業科学高校 本幡 勇希   
 9:00   

54 別府鶴⾒丘高校 山下 海⼈   
    

55 中津南高校 上田 晃大   
 9:00   

56 大分上野丘高校 村上 翼駿  
   

57 大分豊府高校 大⻄ 安⾥  
  大⻄ 安⾥

58  Bye   
  11:30  

59 高田高校 小田 汰征   
 9:00   

60 大分上野丘高校 河越 福太郎   
    Q8 

61 別府翔⻘高校 糸永 太陽   
 9:00   

62 日本⽂理大学附属高校 川野 颯大   
  11:30  

63  Bye   
  甲斐 大翔  

64 高田高校 甲斐 大翔  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (3)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

65 楊志館高校 大口 恭生  
  大口 恭生

66  Bye   
  11:30  

67 大分豊府高校 後藤 健太   
 9:00   

68 大分⻄高校 島田 凌汰   
    Q9 

69 日本⽂理大学附属高校 山岡 龍雲   
 9:00   

70 大分豊府高校 大島 匡祥   
    

71 楊志館高校 出田 龍世   
 9:00   

72 杵築高校 森澤 勇翔  
   

73 鶴崎工業高校 木村 昌馬  
  木村 昌馬

74  Bye   
  11:30  

75 大分雄城台高校 首藤 佑真   
 9:00   

76 杵築高校 本多 晴貴   
    Q10 

77  Bye   
  岐部 将吾  

78 大分上野丘高校 岐部 将吾   
  11:30  

79 大分雄城台高校 河野 遼太郎   
 9:00   

80 杵築高校 小松 圭佑  
   

81 大分南高校 辻 勇⼈  
  辻 勇⼈

82  Bye   
  11:30  

83 大分上野丘高校 武田 拓隼   
 9:00   

84 別府鶴⾒丘高校 ⽵中 徹   
    Q11 

85 大分上野丘高校 木﨑 桜介   
 9:00   

86 鶴崎工業高校 ⿊木 大誠   
    

87 大分南高校 加藤 湊太   
 9:00   

88 宇佐産業科学高校 直田 陽  
   

89 大分東明高校 清水 颯太  
  清水 颯太

90  Bye   
  11:30  

91 大分豊府高校 江川 大貴   
 9:00   

92 中津南高校 松垣 航生   
    Q12 

93 別府クラブ 遠入 暁兜   
 9:00   

94 大分上野丘高校 植松 佑太   
    

95 中津南高校 四方 温⼈   
 9:00   

96 鶴崎工業高校 ⻑井 滉希  

大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
2022年3⽉26日(⼟)



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (4)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

97 杵築高校 甲斐 風治郎  
  甲斐 風治郎

98  Bye   
  11:30  

99 日本⽂理大学附属高校 児玉 遼汰   
 9:30   

100 大分雄城台高校 山本 翔太   
    Q13 

101 別府鶴⾒丘高校 佐藤 雄貴   
 9:30   

102 楊志館高校 今村 勇太   
    

103 大分雄城台高校 藤村 俊輔   
 9:30   

104 福徳学院高校 衛藤 ⻁童  
   

105 福徳学院高校 角町 和弘  
  角町 和弘

106  Bye   
  12:00  

107 宇佐高校 大園 清心   
 9:30   

108 別府溝部学園高校 安東 永遠   
    Q14 

109 大分舞鶴高校 笹木 惇也   
 9:30   

110 大分⻄高校 堤 源⼀郎   
    

111 中津北高校 平島 大地   
 9:30   

112 国東高校 ⿅島 拳斗  
   

113 高田高校 河野 朔士  
  河野 朔士

114  Bye   
  12:00  

115 大分⻄高校 太田 智也   
 9:30   

116 大分鶴崎高校 光成 晴   
    Q15 

117 杵築高校 河野 拓馬   
 9:30   

118 別府鶴⾒丘高校 田邉 翔馬   
  12:00  

119  Bye   
  三好 琴太  

120 中津南高校 三好 琴太  
   

121 大分雄城台高校 古屋 勇輝  
  古屋 勇輝

122  Bye   
  12:00  

123 別府鶴⾒丘高校 村上 凛斗   
 9:30   

124 大分工業高校 渡辺 雅都   
    Q16 

125 別府溝部学園高校 中山 陸   
 9:30   

126 大分上野丘高校 佐藤 勇大   
    

127 大分雄城台高校 鶴原 岳仁   
 9:30   

128 大分東明高校 矢野 翔大  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (5)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

129 別府翔⻘高校 寺山 航平  
  寺山 航平

130  Bye   
  12:00  

131 大分工業高校 日野 楽聖   
 9:30   

132 高田高校 近藤 晴   
    Q17 

133 別府鶴⾒丘高校 櫻木 信太郎   
 9:30   

134 中津南高校 松木 遥平   
    

135 大分豊府高校 利光 豪貴   
 9:30   

136 大分雄城台高校 柿内 大輝  
   

137 大分鶴崎高校 草場 裕貴  
  草場 裕貴

138  Bye   
  12:00  

139 大分豊府高校 野中 雄学   
 9:30   

140 楊志館高校 河野 司   
    Q18 

141 中津北高校 原⼾ 大輔   
 9:30   

142 楊志館高校 山末 蓮   
    

143 大分東明高校 髙田 貫太   
 9:30   

144 鶴崎工業高校 武下 翔大  
   

145 宇佐産業科学高校 石塔 祐季  
  石塔 祐季

146  Bye   
  12:00  

147 大分豊府高校 井上 朔太朗   
 10:00   

148 別府翔⻘高校 秋吉 拓海   
    Q19 

149 日出総合高校 安部 悠斗   
 10:00   

150 大分上野丘高校 酒井 祐太朗   
    

151 TIP 新納 勇志   
 10:00   

152 大分雄城台高校 松田 隼  
   

153 鶴崎工業高校 小田巻 拓海  
  小田巻 拓海

154  Bye   
  12:00  

155 大分上野丘高校 福盛 雅⼈   
 10:00   

156 宇佐産業科学高校 川崎 祐輝   
    Q20 

157  Bye   
  有浦 耀  

158 中津北高校 有浦 耀   
  12:00  

159 大分上野丘高校 松原 和志   
 10:00   

160 杵築高校 桃崎 汰祐  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (6)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

161 大分上野丘高校 幸野 佑紀
  幸野 佑紀

162  Bye   
  12:00  

163 別府鶴⾒丘高校 大久保 直明   
 10:00   

164 日本⽂理大学附属高校 坂上 寛夢   
    Q21 

165 大分雄城台高校 寺澤 陽希   
 10:00   

166 楊志館高校 白潟 千尋   
    

167 中津北高校 島本 拓実   
 10:00   

168 大分上野丘高校 吉田 瑞基  
   

169 中津南高校 寺本 東吾  
  寺本 東吾

170  Bye   
  12:30  

171 中津北高校 渡邉 巧   
 10:00   

172 大分上野丘高校 縄田 直季   
    Q22 

173 楊志館高校 篠原 煌明   
 10:00   

174 中津南高校 原 祐生   
    

175 大分上野丘高校 日高 大翔   
 10:00   

176 鶴崎工業高校 村上 匠  
   

177 別府鶴⾒丘高校 加藤 誠之介  
  加藤 誠之介

178  Bye   
  12:30  

179 大分上野丘高校 岩下 怜生   
 10:00   

180 別府鶴⾒丘高校 茂山 太郎   
    Q23 

181  Bye   
  則⾏ 陽登  

182 日出総合高校 則⾏ 陽登   
  12:30  

183 大分上野丘高校 大塚 奏   
 10:00   

184 中津南高校 川口 和晃  
  

185 杵築高校 清原 泰介  
  清原 泰介

186  Bye   
  12:30  

187 国東高校 秦 陸⼈   
 10:00   

188 大分上野丘高校 難波 桔平   
    Q24 

189 大分雄城台高校 米山 和輝   
 10:00   

190 大分上野丘高校 佐藤 朝陽   
    

191 高田高校 奥田 朝陽   
 10:00   

192 鶴崎工業高校 川﨑 健翔  

大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
2022年3⽉26日(⼟)



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (7)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

193 大分上野丘高校 石飛 亮太郎  
  石飛 亮太郎

194  Bye   
  12:30  

195 中津北高校 藤川 泰希   
 10:30   

196 大分雄城台高校 赤迫 裕樹   
    Q25 

197 大分⻄高校 佐藤 宇⽉   
 10:30   

198 国東高校 小田 渉睦   
    

199 大分上野丘高校 河村 悠羽   
 10:30   

200 大分雄城台高校 松田 靖樹  
  

201 大分鶴崎高校 濱野 太輔  
  濱野 太輔

202  Bye   
  12:30  

203 大分上野丘高校 太田 悠翔   
 10:30   

204 大分東明高校 大津 佑太   
    Q26 

205 大分豊府高校 田中 陸   
 10:30   

206 別府溝部学園高校 梶原 洸太郎   
    

207 高田高校 野田 ⻁太朗   
 10:30   

208 大分上野丘高校 神﨑 智大  
  

209 大分東明高校 谷口 友啓  
  谷口 友啓

210  Bye   
  12:30  

211 別府翔⻘高校 平田 雅樹   
 10:30   

212 大分鶴崎高校 首藤 晴志   
    Q27 

213 大分鶴崎高校 桑水 翔音   
 10:30   

214 大分舞鶴高校 熊谷 光陽   
    

215 杵築高校 木村 伊吹   
 10:30   

216 高田高校 首藤 和真  
   

217 中津北高校 中元 孝輔  
  中元 孝輔

218  Bye   
  12:30  

219 杵築高校 末弘 ⻘楓   
 10:30   

220 国東高校 渡邉 結翔   
    Q28 

221  Bye   
  首藤 眞那斗  

222 大分東明高校 首藤 眞那斗   
  12:30  

223 大分上野丘高校 小深田 悠希   
 10:30   

224 楊志館高校 安藤 祐斗  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子シングルス-予選 (8)
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

225 楊志館高校 後藤 大空  
  後藤 大空

226  Bye   
  12:30  

227 大分鶴崎高校 指原 雅紀   
 10:30   

228 中津南高校 瀬口 憲利   
    Q29 

229 国東高校 ⻄本 諒   
 10:30   

230 鶴崎工業高校 後藤 那知   
    

231 大分豊府高校 浜田 楓斗   
 10:30   

232 大分上野丘高校 ⻲井 大誠  
   

233 岩田高校 大谷 啓仁  
  大谷 啓仁

234  Bye   
  12:30  

235 大分南高校 石田 和也   
 10:30   

236 日本⽂理大学附属高校 宇⼾田 颯太   
    Q30 

237  Bye   
  ⻲井 志温  

238 日本⽂理大学附属高校 ⻲井 志温   
  12:30  

239 国東高校 石田 和暉   
 10:30   

240 大分Jr 油布 航  
  

241 大分豊府高校 涌 杏輔  
  涌 杏輔

242  Bye   
  12:30  

243 大分東明高校 宮村 佳廉   
 11:00   

244 大分上野丘高校 冨田 幸太郎   
    Q31 

245 別府溝部学園高校 衞藤 春輝   
 11:00   

246 中津北高校 盛岡 大暉   
    

247 大分東明高校 ⻁岡 冴珀   
 11:00   

248 中津南高校 梅木 武琉  
  

249 杵築高校 石橋 空宙  
  石橋 空宙

250  Bye   
  12:30  

251 大分南高校 羽田野 優雅   
 11:00   

252 楊志館高校 太田 楓真   
    Q32 

253 大分南高校 梶谷 優⼈   
 11:00   

254 日本⽂理大学附属高校 久保田 琉聖   
    

255 大分鶴崎高校 大⼟ 蒼太   
 11:00   

256 別府翔⻘高校 大鱗 成龍  
  

2022年3⽉26日(⼟)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
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所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
  

1 大分鶴崎高校 河野 優乃  
  河野 優乃

2  Bye   
  9:30  Q1 

3  Bye   
  市原 あおい  

4 大分東明高校 市原 あおい  
   

5 国東高校 ⾜⽴ 希海  
  ⾜⽴ 希海

6  Bye   
  9:30  Q2 

7 大分南高校 後藤 彩美   
 9:00   

8 大分東明高校 上村 舞羽  
   

9 大分舞鶴高校 岡原 美羽  
  岡原 美羽

10  Bye   
  9:30  Q3 

11 中津北高校 井上 ⽉那   
 9:00   

12 大分雄城台高校 幸 妃依  
   

13 大分東明高校 宮成 優衣  
  宮成 優衣

14  Bye   
  9:30  Q4 

15 情報科学高校 ⻑野 優花   
 9:00   

16 大分舞鶴高校 ⻑野 志保  
   

17 別府翔⻘高校 廣津 愛花  
  廣津 愛花

18  Bye   
  9:30  Q5 

19  Bye   
  千葉 由梛  

20 中津北高校 千葉 由梛  
   

21 高田高校 松浦 愛華  
  松浦 愛華

22  Bye   
  9:30  Q6 

23 ⽇本⽂理大学附属高校 武藤 千穂   
 9:00   

24 別府鶴⾒丘高校 塩⽉ 清香  
   

25 大分上野丘高校 古賀 愛佳  
  古賀 愛佳

26  Bye   
  9:30  Q7 

27 大分東明高校 石井 七星   
 9:00   

28 PUERI 林田 彩和  
  

29 杵築高校 小倉 玉弥  
  小倉 玉弥

30  Bye   
  9:30  Q8 

31 大分上野丘高校 二宮 陽菜   
 9:00   

32 国東高校 ⾦田 優依  



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
18才以下⼥⼦シングルス-予選 (2) 豊後企画 大分駄原テニスコート
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所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
   

33 ⽇出総合高校 島田 芽依  
  島田 芽依

34  Bye   
  9:30  Q9 

35 中津北高校 松崎 唯真   
 9:00   

36 大分鶴崎高校 吉田 華音  
   

37 大分豊府高校 ⻄来 珠⻘  
  ⻄来 珠⻘

38  Bye   
  9:30  Q10 

39 大分上野丘高校 波多野 来美   
 9:00   

40 中津北高校 守口 咲羽  
  

41 大分東明高校 古手川 佳子  
  古手川 佳子

42  Bye   
  10:00  Q11 

43 大分豊府高校 廣瀬 聖菜   
 9:00   

44 別府鶴⾒丘高校 杉田 菜々子  
   

45 大分雄城台高校 三代 凜花  
  三代 凜花

46  Bye   
  10:00  Q12 

47  Bye   
  深田 麻友  

48 TIP 深田 麻友  
   

49 国東高校 郷司 京花  
  郷司 京花

50  Bye   
  10:00  Q13 

51 中津北高校 ⽊下 珠⾥   
 9:00   

52 ウェボテニススクール 後藤 彩心  
   

53 杵築高校 本田 莉緒  
  本田 莉緒

54  Bye   
  10:00  Q14 

55  Bye   
  豊田 果歩  

56 大分豊府高校 豊田 果歩  
   

57 情報科学高校 石井 花凛  
  石井 花凛

58  Bye   
  10:00  Q15 

59 楊志館高校 阿南 虹花   
 9:00   

60 別府鶴⾒丘高校 杉浦 こころ  
   

61 大分東明高校 須⼭ 永理  
  須⼭ 永理

62  Bye   
  10:00  Q16 

63 大分鶴崎高校 石野 眞奈   
 9:00   

64 城東中学校 大野 美緒  



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
18才以下⼥⼦シングルス-予選 (3) 豊後企画 大分駄原テニスコート
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所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
   

65 大分雄城台高校 佐藤 優春音  
  佐藤 優春音

66  Bye   
  10:00  Q17 

67 別府鶴⾒丘高校 久保田 育世   
 9:00   

68 大分鶴崎高校 志村 ののか  
   

69 大分南高校 工藤 花埜  
  工藤 花埜

70  Bye   
  10:00  Q18 

71 大分豊府高校 本田 渚   
 9:00   

72 大分雄城台高校 千歳 梨奈  
   

73 楊志館高校 橘 未夢  
  橘 未夢

74  Bye   
  10:00  Q19 

75 PUERI 内田 さら   
 9:00   

76 情報科学高校 後藤 桃花  
   

77 大分舞鶴高校 後藤 萌香  
  後藤 萌香

78  Bye   
  10:00  Q20 

79  Bye   
  ⼭本 朱莉  

80 大分上野丘高校 ⼭本 朱莉  
   

81 大分南高校 ⾜⽴ 沙和奈  
  ⾜⽴ 沙和奈

82  Bye   
  10:30  Q21 

83  Bye   
  小松 夢乃羽  

84 中津北高校 小松 夢乃羽  
   

85 情報科学高校 田中 愛梨  
  田中 愛梨

86  Bye   
  10:30  Q22 

87 大分舞鶴高校 ⽊村 友音   
 9:00   

88 大分上野丘高校 ⽴⼭ 瑞希  
   

89 楊志館高校 ⼾田 望唯  
  ⼾田 望唯

90  Bye   
  10:30  Q23 

91 中津北高校 神田 絵梨華   
 9:00   

92 情報科学高校 藥師寺 未来  
   

93 大分東明高校 後藤 千夏  
  後藤 千夏

94  Bye   
  10:30  Q24 

95 大分南高校 阿南 こころ   
 9:00   

96 楊志館高校 玉井 瑞希  



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
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所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
   

97 大分豊府高校 橋本 菜央  
  橋本 菜央

98  Bye   
  10:30  Q25 

99 大分東明高校 竹永 綺夏   
 9:00   

100 大分⻄高校 麻生 莉杏  
   

101 大分豊府高校 大園 羽琉  
  大園 羽琉

102  Bye   
  10:30  Q26 

103  Bye   
  梶原 ⾥菜  

104 別府鶴⾒丘高校 梶原 ⾥菜  
   

105 大分雄城台高校 生野 水咲  
  生野 水咲

106  Bye   
  10:30  Q27 

107 国東高校 橋村 真央   
 9:00   

108 TIP 鴨田 百合  
   

109 別府鶴⾒丘高校 松田 志衣菜  
  松田 志衣菜

110  Bye   
  10:30  Q28 

111 大分豊府高校 早⾒ 瑠菜   
    

112 国東高校 藤巻 緋実  
  

113 大分⻄高校 荒川 遥南  
  荒川 遥南

114  Bye   
  10:30  Q29 

115 情報科学高校 菅本 麗奈   
 9:00   

116 別府鶴⾒丘高校 ⽇名子 あおい  
   

117 中津南高校 杉谷 彩花  
  杉谷 彩花

118  Bye   
  10:30  Q30 

119  Bye   
  河野 有沙  

120 国東高校 河野 有沙  
   

121 中津南高校 園田 昂⾥  
  園田 昂⾥

122  Bye   
  10:30  Q31 

123 NTCクラブ 片⼭ 友絵   
 9:00   

124 杵築高校 ⾚迫 優羽奈  
   

125 大分⻄高校 ⾜⽴ 唯  
  ⾜⽴ 唯

126  Bye   
  10:30  Q32 

127 中津北高校 藤田 理子   
 9:00   

128 高田高校 牧 杏紗花  
  



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子ダブルス-予選 (1)
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
大分舞鶴高校 熊谷 光陽

1 大分舞鶴高校 笹木 惇也 熊谷 光陽
  笹木 惇也 

2  Bye   
楊志館高校 白潟 千尋 10:30  

3 楊志館高校 篠原 煌明   
大分豊府高校 江川 大貴 10:00   

4 大分豊府高校 ⽥中 陸   
大分上野丘高校 岩下 怜⽣   Q1 

5 大分上野丘高校 村上 翼駿   
日出総合高校 井上 龍弥 10:00   

6 日出総合高校 則⾏ 陽登   
  10:30  

7  Bye 村上 匠  
鶴崎工業高校 村上 匠 ⻑井 滉希  

8 鶴崎工業高校 ⻑井 滉希  
別府翔⻘高校 寺山 航平  

9 別府翔⻘高校 池辺 聖人 寺山 航平
  池辺 聖人 

10  Bye   
楊志館高校 太⽥ 楓真 10:30  

11 楊志館高校 安藤 祐斗   
大分雄城台高校 北野 良太 10:00   

12 大分雄城台高校 赤迫 裕樹   
中津南高校 原 祐⽣   Q2 

13 中津南高校 松垣 航⽣   
杵築高校 小松 圭佑 10:00   

14 杵築高校 桃崎 汰祐   
  10:30  

15  Bye 大鱗 成龍  
別府翔⻘高校 大鱗 成龍 糸永 太陽  

16 別府翔⻘高校 糸永 太陽  
大分豊府高校 大⻄ 安⾥]  

17 大分豊府高校 ⽴川 敦洋 大⻄ 安⾥
  ⽴川 敦洋 

18  Bye   
高⽥高校 萩 凌人 11:00  

19 高⽥高校 野⽥ ⻁太朗   
国東高校 小⽥ 渉睦 10:00   

20 国東高校 ⿅島 拳斗   
大分豊府高校 井上 朔太朗   Q3 

21 大分豊府高校 後藤 健太   
高⽥高校 山形 柚樹 10:00   

22 高⽥高校 甲斐 大翔   
  11:00  

23  Bye 安部 倫太朗  
大分上野丘高校 安部 倫太朗 末廣 一真  

24 大分上野丘高校 末廣 一真  
福徳学院高校 ⼟⽥ 海琉]  

25 大分鶴崎高校 小林 郁哉 ⼟⽥ 海琉
  小林 郁哉 

26  Bye   
大分雄城台高校 乙津 孝太朗 11:00  

27 大分雄城台高校 鶴原 岳仁   
別府鶴⾒丘高校 江藤 晃 10:00   

28 別府鶴⾒丘高校 竹中 徹   
    Q4 

29  Bye 今村 勇太  
楊志館高校 今村 勇太 山末 蓮  

30 楊志館高校 山末 蓮   
中津南高校 三好 琴太 11:00  

31 中津南高校 ⽴川 優太   
大分上野丘高校 吉⽥ 瑞基 10:00   

32 大分上野丘高校 神﨑 智大  

2022年3⽉27日(日)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子ダブルス-予選 (2)
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
大分南高校 加藤 湊太  

33 大分南高校 辻 勇人 加藤 湊太
  辻 勇人 

34  Bye   
大分東明高校 水上 太晴 11:00  

35 大分東明高校 谷口 友啓   
鶴崎工業高校 川﨑 健翔 10:00   

36 鶴崎工業高校 後藤 那知   
大分上野丘高校 佐藤 朝陽   Q5 

37 大分上野丘高校 冨⽥ 幸太郎   
岩⽥高校 大谷 啓仁 10:00   

38 岩⽥高校 ⻄⽥ 凌   
  11:00  

39  Bye 佐藤 宇⽉  
大分⻄高校 佐藤 宇⽉ 堤 源一郎  

40 大分⻄高校 堤 源一郎  
大分上野丘高校 小川 百翔  

41 大分上野丘高校 服部 友紀 小川 百翔
  服部 友紀 

42  Bye   
中津北高校 原⼾ 大輔 11:00  

43 中津北高校 盛岡 大暉   
大分雄城台高校 寺澤 陽希 10:00   

44 大分雄城台高校 松⽥ 隼   
大分上野丘高校 大塚 奏   Q6 

45 大分上野丘高校 河村 悠羽   
中津北高校 中元 孝輔 10:00   

46 中津北高校 藤川 泰希   
  11:00  

47  Bye 渡邉 結翔  
国東高校 渡邉 結翔 ⻄本 諒  

48 国東高校 ⻄本 諒  
大分鶴崎高校 指原 雅紀  

49 大分鶴崎高校 濱野 太輔 指原 雅紀
  濱野 太輔 

50  Bye   
大分上野丘高校 ⻲井 大誠 11:00  

51 大分上野丘高校 小深⽥ 悠希   
鶴崎工業高校 小⽥巻 拓海 10:00   

52 鶴崎工業高校 木村 昌馬   
    Q7 

53  Bye 大口 恭⽣  
楊志館高校 大口 恭⽣ 森 温翔  

54 楊志館高校 森 温翔   
大分上野丘高校 福盛 雅人 11:00  

55 大分上野丘高校 酒井 祐太朗   
大分豊府高校 涌 杏輔 10:00   

56 大分豊府高校 野中 雄学  
大分上野丘高校 幸野 佑紀  

57 大分上野丘高校 ⽯⾶ 亮太郎 幸野 佑紀
  ⽯⾶ 亮太郎 

58  Bye   
日本⽂理大学附属高校 宇⼾⽥ 颯太 11:00  

59 日本⽂理大学附属高校 川野 颯大   
楊志館高校 後藤 大空 10:00   

60 楊志館高校 林 悠吏   
大分⻄高校 太⽥ 智也   Q8 

61 大分⻄高校 島⽥ 凌汰   
別府溝部学園高校 後藤 大翔 10:00   

62 別府溝部学園高校 徳丸 裕都   
大分雄城台高校 藤村 俊輔 11:00  

63 大分雄城台高校 首藤 佑真   
日本⽂理大学附属高校 坂上 寛夢 10:00   

64 日本⽂理大学附属高校 堀川 友輔  

2022年3⽉27日(日)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
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18才以下男子ダブルス-予選 (3)
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所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
福徳学院高校 角町 和弘  

65 福徳学院高校 角町 和真 角町 和弘
  角町 和真 

66  Bye   
鶴崎工業高校 大本 涼翔 11:30  

67 鶴崎工業高校 ⿊木 大誠   
日本⽂理大学附属高校 児玉 遼汰 10:00   

68 日本⽂理大学附属高校 山岡 龍雲   
大分南高校 ⽯⽥ 和也   Q9 

69 大分南高校 羽⽥野 優雅   
中津北高校 有浦 耀 10:00   

70 中津北高校 渡邉 巧   
  11:30  

71  Bye 都甲 律樹  
大分鶴崎高校 都甲 律樹 髙橋 容一郎  

72 大分鶴崎高校 髙橋 容一郎  
別府鶴⾒丘高校 本⽥ 章悟  

73 別府鶴⾒丘高校 櫻木 信太郎 本⽥ 章悟
  櫻木 信太郎 

74  Bye   
大分上野丘高校 河越 福太郎 11:30  

75 大分上野丘高校 ⽥仲 佑将   
中津北高校 島本 拓実 10:00   

76 中津北高校 穴瀬 大翔   
    Q10 

77  Bye ⽯⽥ 和暉  
国東高校 ⽯⽥ 和暉 秦 陸人  

78 国東高校 秦 陸人   
大分上野丘高校 佐藤 勇大 11:30  

79 大分上野丘高校 清末 慎修   
大分雄城台高校 米山 和輝 10:00   

80 大分雄城台高校 藤原 雅仁  
別府鶴⾒丘高校 山下 海人  

81 別府鶴⾒丘高校 ⽥邉 翔馬 山下 海人
  ⽥邉 翔馬 

82  Bye   
別府溝部学園高校 安東 永遠 11:30  

83 別府溝部学園高校 梶原 洸太郎   
大分上野丘高校 植松 佑太 10:00   

84 大分上野丘高校 難波 桔平   
日出総合高校 中野 翔太   Q11 

85 日出総合高校 安部 悠斗   
高⽥高校 奥⽥ 朝陽 10:00   

86 高⽥高校 河野 朔士   
日本⽂理大学附属高校 久保⽥ 琉聖 11:30  

87 日本⽂理大学附属高校 ⻲井 志温   
大分東明高校 宮村 佳廉 10:00   

88 大分東明高校 池島 輝  
大分豊府高校 大島 匡祥  

89 大分豊府高校 浜⽥ 楓斗 大島 匡祥
  浜⽥ 楓斗 

90  Bye   
中津南高校 上⽥ 晃大 11:30  

91 中津南高校 瀬口 憲利   
杵築高校 木村 伊吹 10:00   

92 杵築高校 森澤 勇翔   
大分上野丘高校 太⽥ 悠翔   Q12 

93 大分上野丘高校 縄⽥ 直季   
杵築高校 末弘 ⻘楓 10:00   

94 杵築高校 ⽯橋 空宙   
  11:30  

95  Bye 川口 和晃  
中津南高校 川口 和晃 藤崎 将伍  

96 中津南高校 藤崎 将伍  

2022年3⽉27日(日)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選
18才以下男子ダブルス-予選 (4)
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
中津南高校 四方 温人  

97 中津南高校 梅木 武琉 四方 温人
  梅木 武琉 

98  Bye   
大分上野丘高校 日高 大翔 11:30  

99 大分上野丘高校 髙瀬 雄大   
大分東明高校 清水 颯太 10:30   

100 大分東明高校 ⻁岡 冴珀   
    Q13 

101  Bye 佐藤 謙成  
大分鶴崎高校 佐藤 謙成 光成 晴  

102 大分鶴崎高校 光成 晴   
大分雄城台高校 柿内 大輝 11:30  

103 大分雄城台高校 樫木 昌晃   
大分上野丘高校 岐部 将吾 10:30   

104 大分上野丘高校 武⽥ 拓隼  
別府鶴⾒丘高校 加藤 誠之介  

105 別府鶴⾒丘高校 大久保 直明 加藤 誠之介
  大久保 直明 

106  Bye   
大分東明高校 竹尾 琉希 11:30  

107 大分東明高校 首藤 眞那斗   
高⽥高校 平岡 勇樹 10:30   

108 高⽥高校 首藤 和真   
楊志館高校 出⽥ 龍世   Q14 

109 楊志館高校 河野 司   
大分南高校 梶谷 優人 10:30   

110 大分南高校 藤本 颯太   
別府翔⻘高校 平⽥ 雅樹 11:30  

111 別府翔⻘高校 秋吉 拓海   
大分鶴崎高校 桑水 翔音 10:30   

112 大分鶴崎高校 首藤 晴志  
大分雄城台高校 松⽥ 靖樹  

113 大分雄城台高校 河野 遼太郎 松⽥ 靖樹
  河野 遼太郎 

114  Bye   
大分東明高校 矢野 翔大 11:30  

115 大分東明高校 荒木 優大   
杵築高校 本多 晴貴 10:30   

116 杵築高校 河野 拓馬   
高⽥高校 小⽥ 汰征   Q15 

117 高⽥高校 近藤 晴   
大分上野丘高校 木﨑 桜介 10:30   

118 大分上野丘高校 森末 勇気   
  11:30  

119  Bye 森崎 輝  
大分工業高校 森崎 輝 渡辺 雅都  

120 大分工業高校 渡辺 雅都  
大分雄城台高校 古屋 勇輝  

121 大分雄城台高校 山本 翔太 古屋 勇輝
  山本 翔太 

122  Bye   
別府鶴⾒丘高校 村上 凛斗 11:30  

123 別府鶴⾒丘高校 茂山 太郎   
福徳学院高校 秋吉 慶太郎 10:30   

124 福徳学院高校 衛藤 ⻁童   
    Q16 

125  Bye 平島 大地  
中津北高校 平島 大地 髙上 碧天  

126 中津北高校 髙上 碧天   
大分雄城台高校 福岡 理斗 11:30  

127 大分雄城台高校 笹森 一瑳   
大分東明高校 大津 佑太 10:30   

128 大分東明高校 髙⽥ 貫太  
  

2022年3⽉27日(日)
大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
18才以下⼥⼦ダブルス-予選 (1) 豊後企画 大分駄原テニスコート
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
大分鶴崎高校 吉田 華音

1 大分鶴崎高校 村尾 沙羅奈 吉田 華音
  村尾 沙羅奈 

2  Bye   
  11:30  Q1 

3  Bye 井上 ⽉那  
中津北高校 井上 ⽉那 千葉 由梛  

4 中津北高校 千葉 由梛  
国東高校 ⾜⽴ 希海  

5 国東高校 郷司 京花 ⾜⽴ 希海
  郷司 京花 

6  Bye   
中津南高校 新屋 瑠衣 11:30  Q2 

7 中津南高校 甲斐 有莉   
楊志館高校 ⼾田 望唯 11:00   

8 楊志館高校 阿南 虹花  
福徳学院高校 佐竹 杏⽉  

9 福徳学院高校 寺司 美遥 佐竹 杏⽉
  寺司 美遥 

10  Bye   
  11:30  Q3 

11  Bye 木村 友音  
大分舞鶴高校 木村 友音 ⻑野 志保  

12 大分舞鶴高校 ⻑野 志保  
情報科学高校 後藤 桃花  

13 情報科学高校 石井 花凛 後藤 桃花
  石井 花凛 

14  Bye   
岩田高校 原口 瑳和乃 11:30  Q4 

15 岩田高校 後藤 菜⽉   
中津北高校 木下 珠⾥ 11:00   

16 中津北高校 神田 絵梨華  
大分鶴崎高校 石野 眞奈  

17 大分鶴崎高校 阿部 桃子 石野 眞奈
  阿部 桃子 

18  Bye   
  11:30  Q5 

19  Bye 小松 夢乃羽  
中津北高校 小松 夢乃羽 松崎 唯真  

20 中津北高校 松崎 唯真  
大分南高校 吉野 朝香  

21 大分南高校 ⾜⽴ 沙和奈 吉野 朝香
  ⾜⽴ 沙和奈 

22  Bye   
別府鶴⾒丘高校 塩⽉ 清香 11:30  Q6 

23 別府鶴⾒丘高校 梶原 ⾥菜   
大分南高校 工藤 花埜 11:00   

24 楊志館高校 玉井 瑞希  
大分舞鶴高校 二村 有珂  

25 大分舞鶴高校 河野 莉子 二村 有珂
  河野 莉子 

26  Bye   
  11:30  Q7 

27  Bye 久保田 育世  
別府鶴⾒丘高校 久保田 育世 杉田 菜々子  

28 別府鶴⾒丘高校 杉田 菜々子  
大分舞鶴高校 岡原 美羽  

29 大分舞鶴高校 後藤 萌香 岡原 美羽
  後藤 萌香 

30  Bye   
大分⻄高校 荒川 遥南 11:30  Q8 

31 大分⻄高校 麻生 莉杏   
PUERI 内田 さら 11:00   

32 PUERI 林田 彩和  



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 2022年3⽉26⽇(⼟)
18才以下⼥⼦ダブルス-予選 (2) 豊後企画 大分駄原テニスコート
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 
大分豊府高校 早⾒ 瑠菜  

33 大分豊府高校 豊田 果歩 早⾒ 瑠菜
  豊田 果歩 

34  Bye   
TIP 深田 麻友 11:30  Q9 

35 TIP 鴨田 百合   
大分南高校 後藤 彩美 11:00   

36 大分南高校 阿南 こころ  
大分豊府高校 佐藤 優莉  

37 大分豊府高校 ⻄来 珠⻘ 佐藤 優莉
  ⻄来 珠⻘ 

38  Bye   
  11:30  Q10 

39  Bye 佐々木 葵  
⽇本⽂理大学附属高校 佐々木 葵 武藤 千穂  

40 ⽇本⽂理大学附属高校 武藤 千穂  
大分雄城台高校 後藤 彩光  

41 大分雄城台高校 秋吉 輪音花 後藤 彩光
  秋吉 輪音花 

42  Bye   
大分上野丘高校 古賀 愛佳 12:00  Q11 

43 大分上野丘高校 ⽴⼭ 瑞希   
情報科学高校 田中 愛梨 11:00   

44 情報科学高校 藥師寺 未来  
別府鶴⾒丘高校 ⽇名子 あおい  

45 別府鶴⾒丘高校 松田 志衣菜 ⽇名子 あおい
  松田 志衣菜 

46  Bye   
  12:00  Q12 

47  Bye ⼭本 朱莉  
大分上野丘高校 ⼭本 朱莉 波多野 来美  

48 大分上野丘高校 波多野 来美  
楊志館高校 内林 怜泉  

49 楊志館高校 橘 未夢 内林 怜泉
  橘 未夢 

50  Bye   
大分東明高校 市原 あおい 12:00  Q13 

51 大分東明高校 石井 七星   
国東高校 河野 有沙 11:00   

52 国東高校 藤巻 緋実  
情報科学高校 菅本 麗奈  

53 情報科学高校 ⻑野 優花 菅本 麗奈
  ⻑野 優花 

54  Bye   
  12:00  Q14 

55  Bye 上村 舞羽  
大分東明高校 上村 舞羽 竹永 綺夏  

56 大分東明高校 竹永 綺夏  
大分雄城台高校 幸 妃依  

57 大分雄城台高校 生野 水咲 幸 妃依
  生野 水咲 

58  Bye   
大分鶴崎高校 志村 ののか 12:00  Q15 

59 大分鶴崎高校 河野 優乃   
大分豊府高校 大園 羽琉 11:00   

60 大分豊府高校 橋本 菜央  
中津南高校 園田 昂⾥  

61 中津南高校 杉谷 彩花 園田 昂⾥
  杉谷 彩花 

62  Bye   
大分雄城台高校 三代 凜花 12:00  Q16 

63 大分雄城台高校 佐藤 優春音   
国東高校 橋村 真央 11:00   

64 国東高校 ⾦田 優依  
  



（日程） （会場）　大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート
３月１３日（日） ３月２０日（日） ３月２７日（日）

ラウンド ラウンド ラウンド
SF〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
SF〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
３R〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
３R〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
３R〜F

順位決定戦
QF〜F

順位決定戦
(注意事項)
１．受　付 ︓選⼿は予定時刻（ドロー記載時間)までに⼤会本部で受付を済ませてください。

※本大会は新型コロナウイルス感染予防のため、無観客での開催といたします。
   選手以外の方の会場への入場はできません。(会場外からの観戦も禁止します)

２．試合方法 全試合、ノー・アドバンテージスコアリング方式
シングルス︓ 準決勝、決勝は、３ショートセット・ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント)　

他の試合は全て、１セットマッチ（６ゲームオール、タイブレーク）、
ダブルス︓ 準決勝、決勝は、３ショートセット・ファイナルマッチタイブレーク(10ポイント)

他の試合は全て、１セットマッチ（６ゲームオール、タイブレーク）
※３ショートセットとは、相⼿より２ゲーム以上離して先に４ゲーム取った方がそのセットの勝者となる。
 　４ゲームオールになった時はタイブレーク・ゲーム(７ポイント)を⾏う。
   セットスコアが１セットオールになった時は、そこでタイブレーク・ゲーム(１０ポイント)を⾏って試合の
   勝敗を決める。このタイブレーク・ゲームは最終セットの代わりとなる。

３．試合球 ︓ダンロップフォート(初戦及び準決勝、決勝はニューボール、他の試合はセットボール使用)
４．進　⾏ ︓試合進⾏はオーダーオブプレー（試合進⾏表）により⾏います。選⼿は各⾃確認してください。
５．練　習 ︓試合前の練習はサービス４本のみとします。
６．審　判 ︓セルフジャッジ　　
７．服　装 ︓（公財）⽇本テニス協会　公式トーナメント競技規則に定めるテニスウェアとする。

［⾊の規制は⾏いませんが、ロゴ（⼤きさ・数等）には注意して下さい。］
８．その他 ︓他の事項については、(公財)⽇本ﾃﾆｽ協会　テニスルール、公式トーナメント競技規則によります。

　　本⼤会は、新型コロナウイルス感染拡⼤防止の措置として、別紙の「選⼿及び観客・応援者のための
　　⼤分県テニス協会主催⼤会の開催に向けた感染拡⼤予防ガイドライン] に沿って運営を⾏います。
　　⼤会当⽇は、新型コロナウイルス感染予防対応のため、観戦者・応援者の来場はできません。
　　選手は予定の試合終了後、速やかに会場より退場(帰宅)してください。
　　参加選⼿は、「ガイドライン」を事前によく確認の上で、ご来場いただきますようお願いします。

連絡先・・・⼤分県テニス協会　ジュニア委員会　 佐藤　景樹   TEL・・090-5483-0074

　　(当⽇は、検温の上、マスクは必ず持参してください。)

　　第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選仮ドロー
　　　　　　　　　　　　　(16才以下・14才以下・12才以下)

種    目

１６才
以下

男子
シングルス １R〜QF

１R〜２R

ダブルス

ダブルス １R

⼥子
シングルス １R〜QF

ダブルス １R

シングルス １R〜２R

１４才
以下

男子
シングルス １R〜２R

ダブルス １R

⼥子
シングルス

ダブルス １R

１R

１２才
以下

男子
シングルス １R〜２R

ダブルス １R

⼥子

無観客開催



選手および観客・応援者のための 

大分県テニス協会主催大会の開催に向けた感染拡大予防ガイドライン 

 

本ガイドラインは、スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本テニス協会、日本テニス事業協会が

これまで発表したガイドライン等の情報に沿って、大分県テニス協会が主催する大会における

感染拡大予防のための留意点をまとめたものです。大会を開催するためにはガイドラインの遵

守が必要です。大会に参加される選手だけでなく、会場に来場される応援者、観客の皆さんにお

かれましては、大変ご不便をおかけしますが、全ての皆さんの安全安心を守るという趣旨をご理

解の上、大会にご参加いただきますようお願いします。 

 

参加選手・来場者の方へのお願い 

（１）大会会場来場前には必ず自ら検温を実施した上で、以下の事項に該当する場合は、来場

できません。 

① 体調がよくない場合（当日も含め２週間以内に発熱・咳・咽頭痛・鼻汁・下痢など

の症状がある場合） 

② 同居家族や身近な知人に上記症状があり、検査等でコロナ感染の陰性が確認されて

いない場合。 

③ 過去 14 日以内に同居家族に、コロナ感染陽性者または濃厚接触者で検査等による陰

性が確認されていない者がいる場合。 

④ 過去 14 日以内にコロナ感染者の濃厚接触者となった者。 

⑤ その他、新型コロナウイルス感染が疑われる状況にある方。 

※コロナ感染者の濃厚接触者とは「保健所より濃厚接触者と認定された者」や「感染者

との関係で PCR 検査が必要と判断された者」を指す 

（２）来場者はマスクを必ず着用すること。試合を行っている選手以外は必ず着用すること。 

マスクの着用がない方は入場をお断りしますのでご注意下さい。 

(熱中症の恐れがあるため、プレイ中のマスクの着用は不要です) 

（３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

（４）来場者は必ず本部にてチェックシートを記入すること（選手はエントリーシート、スタ

ッフ、応援者等その他の来場者は健康チェックシート）。 

（５）定期的に(特に試合の前後)手洗い、消毒等をするように心がけ、用具、用品 

（ラケット、タオル、ウェアなど）の共用は避けること。 

（６）当日の混雑を避けるために、選手以外の観客および応援者、送迎・引率などの同伴者

（以下「応援者等」という。）に関しては原則入場を禁止します（無観客開催の場合）。 

※ 無観客開催とするか、応援者等の来場制限による開催とするかについては大会ごと

に判断します 

（７）参加選手が応援する時は、必ずマスクを着用し、接触を避けて一定の間隔（２ｍが目

安、最低１ｍ）をとっての応援を心がけること（障がい者の誘導や介助を行う場合を除

く）。バッグや手荷物等の保管場所の間隔も空けるようにお願いします(応援者等につい

ても同様とする)。 

（８）会場内での大きな声での会話、応援等はしないこと(応援は拍手のみとする)。 

（９）飲食については最低限のものとし、周囲の人と距離をとって対面を避けること。飲食中

の会話は一切行わないこと。 



（10）会場内で購入したドリンク類、他から持ち込んだ飲食物などのゴミ類(ペットボトルや使

用済みマスク等)は必ず全て自分で持ち帰ること。 

（11）感染防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。 

   従わない場合は、失格・退場（会場より）となる場合もありますので注意してくださ

い。応援者等が従わない場合は、応援者等本人はもとより被応援者にも失格・退場の措

置を適用する場合があります。 

（12）感染拡大予防、「３密（密閉、密集、密接）」防止のため、 

･ 選手は試合終了後、応援者等は目的の試合が終わった後、速やかに会場より退場す

ること。 

･ 応援者等は原則来場を禁止します（無観客開催の場合）。 

※ 無観客開催とするか、応援者等の来場制限による開催とするかについては大会ごと

に判断します 

（13）熱中症予防として、やむを得ずマスクを外す場合は周囲と２ｍ以上の距離をとり、一切

会話は行わないこと。外す時間も極力短くすること。 

（14）雨天や落雷の危険性がある時は、車に退避するなどして通路等の屋根の下での密を避け

ること。 

 

試合当日～試合の手順等 

（１）会場に到着したら、密を避けながら本部が指定する記入場所において、エントリー用紙

(当日の申告用紙を兼ねる)に必要事項を記入の上、受付に提出する。 

 ●参加者以外のスタッフ、応援者等のその他の来場者も別様式の申告書に必ずご記入

をお願いします。 

（２） 本部のオーダーオブプレーボードで、自分の試合コート、進行状況を確認する。 

（３）試合待機中にはお互いの距離を十分にとり、多くの人が集まらないようにして待機す

る。なお、エントリー番号の若い選手はボールを受け取っておく。 

（４）前の試合が終了したら、選手が完全にコートから退出後に入場する（直前までマスク 

装着）。試合が終了した選手は、速やかにコートから退出しマスクを着用すること。 

（５）試合開始前の挨拶、トスおよび試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行う。(試合後

の握手はせずに挨拶のみとする) 

（６）試合中、ポイント取得の際などに大声を発することはしない。またダブルスでは、イン

プレー中以外はペアとの距離を保ち、至近距離の会話、ハイタッチ、握手は避けること。 

（７）エンドチェンジの際は選手がそれぞれネットの別々のサイドから右回りに移動し、スコ

アボードについては自分のスコアのみ変える。 

（８）勝者がボールを返却し結果の報告をする。前に別の報告者がいた場合の順番待ちは身体

的距離を確保すること（２ｍが目安、最低１ｍ)。 

（９）試合終了後は必ず手洗い・消毒等をする。 

（10）感染予防対策を優先するため、表彰式については省略した形で行います。 

（11）上記（下記注意事項も含む）ルールに従わない場合は失格となる場合もありますので 

注意してください。 

 

 

 



その他選手注意事項 

（１）ラケットや自らの試合で使用するボールなどプレイに必要なもの以外にはコートサーフ

ェスも含めできるだけ手で触れないこと 

（２）タオルの共用はしないこと。タオルは手が触れる面と顔に触れる面を使い分けること。 

（３）ラケット・水筒をはじめとする用具をパートナーや対戦相手と共有しないこと。 

（４）咳・くしゃみの際は腕で口を覆うこと 

（５）唾や痰をはくことは行わないこと（ティッシュなどに吐き各自で持って帰る） 

 

その他 

（１）大会終了後、万が一 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者

に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告して下さい。また、大分県、医療関係

等へ個人情報を提供する場合があることをご了解下さい 

（２）感染拡大防止期間の特別処置として、大会が中止された場合につきましては参加料を返

金いたします。 

（３）本ガイドラインの、無観客開催、応援者等の来場制限による開催、各項目の適用につい

ては、感染の状況により大会ごとに判断し弾力的に運用します。 

 

  令和２年６月２７日制定 

令和２年７月３０日改訂 

令和３年１月２５日改訂 

 令和３年９月 ７日改訂 



参加種目　(いずれかを〇で囲んで下さい) ・シングルス　　　　・ダブルス

・16才男⼦　　・16才⼥⼦　　・14才男⼦　　・14才⼥⼦　   ・12才男⼦　　・12才⼥⼦ 

・18才男⼦　　・18才⼥⼦

ドロー表のNo 　仮ドロー・本ドローで確認下さい

氏名　(シングルスの場合) 電話番号(ダブルスの場合はいずれか1人)

氏名　(ダブルスの場合)

(4) 過去14日以内にコロナ感染者の濃厚接触者となった者。

参加種目　(いずれかを〇で囲んで下さい) ・シングルス　　　　・ダブルス

・16才男⼦　　・16才⼥⼦　　・14才男⼦　　・14才⼥⼦　   ・12才男⼦　　・12才⼥⼦ 

・18才男⼦　　・18才⼥⼦

ドロー表のNo 　仮ドロー・本ドローで確認下さい

氏名　(シングルスの場合) 電話番号(ダブルスの場合はいずれか1人)

氏名　(ダブルスの場合)

(4) 過去14日以内にコロナ感染者の濃厚接触者となった者。

私(私達)は、本大会に参加するにあたって、コロナウイルス感染症疑いのある
下記内容には該当しないことを申告します。

第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 エントリー用紙 (受付提出用)

私(私達)は、本大会に参加するにあたって、コロナウイルス感染症疑いのある
下記内容には該当しないことを申告します。

第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 エントリー用紙 (受付提出用)

(1) 体調がよくない場合（当日も含め２週間以内に発熱・咳・咽頭痛・⿐汁・下痢などの
      症状がある場合）
(2) 同居家族や身近な知人に上記症状があり、検査等でコロナ感染の陰性が確認されてい
      ない場合。
(3) 過去14日以内に同居家族に、コロナ感染陽性者または濃厚接触者で検査等による陰性
       が確認されていない者がいる場合。

(5)その他、新型コロナウイルス感染が疑われる状況にある方。

(1) 体調がよくない場合（当日も含め２週間以内に発熱・咳・咽頭痛・⿐汁・下痢などの
      症状がある場合）
(2) 同居家族や身近な知人に上記症状があり、検査等でコロナ感染の陰性が確認されてい
      ない場合。
(3) 過去14日以内に同居家族に、コロナ感染陽性者または濃厚接触者で検査等による陰性
       が確認されていない者がいる場合。

(5)その他、新型コロナウイルス感染が疑われる状況にある方。



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

16才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 ラフ大分 松尾 匠翔  Final   

  松尾 匠翔   

2  Bye     

  11:00  

3 JWS Academy 末宗 璃久   順位 3-4   

 9:00     

4 王子テニスクラブ 吉良 佳太     

     

5  Bye   

  藏本 大知  

6 ラフ大分 藏本 大知   

  11:00  

7  Bye   

  金原 利空  

8 別府クラブ 金原 利空   

   

9 ラフ大分 清松 拓也   

  清松 拓也  

10  Bye   

  11:00  

11 樹の里T.C 仲村 偉扶生   

 9:00   

12 OTC 二村 蒼   

    

13 別府クラブ 酒井 白翔   

 9:00   

14 ラフ大分 楳木 大登   

  11:00  

15  Bye   

  吉岡 慶大  

16 ラフ大分 吉岡 慶大   

    

17 ラフ大分 川原 功聖   

  川原 功聖  

18  Bye   

  11:00  

19 ラフ大分 谷口 泰平   

 9:00   

20 ウェボテニススクール 渡辺 恭太   

    

21 ラフ大分 中村 叶多   

 9:00   

22 EARNEST TENNIS ACADEMY 前田 晴都   

  11:00  

23  Bye   

  福永 啓介  

24 ロケーション 福永 啓介   

    

25 ラフ大分 北郷 蓮人   

  北郷 蓮人

26  Bye   順位 5-8   

  11:00    

27 別府クラブ 川原 仁      

 9:00      

28 ラフ大分 中村 真      

       

29 王子テニスクラブ 安松 佑眞     

 9:00     

30 TIP 野村 力弥   順位 7-8   

  11:00    

31  Bye     

  渡邊 脩真  

32 チーム舞鶴 渡邊 脩真   



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

16才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

    

33 ラフ大分 渡邊 鋭門   

  渡邊 鋭門  

34  Bye   

  11:00  

35 ラフ大分 谷口 修悟   

 9:00   

36 別府クラブ 菅野 大翔   

    

37 ラフ大分 河野 優夢   

 9:00   

38 野津原中学校 赤星 司   

  11:00  

39  Bye   

  三重野 昊祐  

40 ラフ大分 三重野 昊祐   

    

41 ラフ大分 吉永 千恩   

  吉永 千恩  

42  Bye   

  11:00  

43 JWS Academy 井上 結仁   

  井上 結仁  

44  Bye   

    

45 ラフ大分 佐藤 頼輝   

 9:30   

46 佐伯テニスアカデミー 衛藤 健臣   

  11:00  

47  Bye   

  沼口 昇永  

48 大分舞鶴高校 沼口 昇永   

    

49 ロケーション 豊田 亮太   

  豊田 亮太  

50  Bye   

  11:00  

51 ラフ大分 村上 大河   

 9:30   

52 ウェボテニススクール 岩本 侑大   

    

53 王子テニスクラブ 渡辺 悠真   

 9:30   

54 ラフ大分 竹田 舷希   

  11:00  

55  Bye   

  西郡 優太朗  

56 ラフ大分 西郡 優太朗   

    

57 ウェボテニススクール 藤田 一颯   

  藤田 一颯  

58  Bye   

  11:30  

59 JWS Academy 原 正登   

 9:30   

60 大分Jr 丸茂 潤之介   

    

61 EARNEST TENNIS ACADEMY 後藤 雅史   

 9:30   

62 ラフ大分 植松 宏太   

  11:30  

63  Bye   

  濵田 哲芯  

64 ラフ大分 濵田 哲芯  

   



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

16才以下女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 ラフ大分 工藤 里菜  順位 3-4   

  工藤 里菜   

2  Bye     

  11:30  

3 OTC 河野 美羅   

 9:30   

4 ウェボテニススクール 奈須 結愛   

    

5 JWS Academy 阿部 遥   

 9:30   

6 臼杵Jr 鬼崎 ひまり   

  11:30  

7  Bye   

  姫野 蘭  

8 大分Jr 姫野 蘭   

    

9 ウェボテニススクール 岡﨑 咲菜   

  岡﨑 咲菜  

10  Bye   

  11:30  

11 ラフ大分 松原 華望   

 9:30   

12 JWS Academy 川野 蒼奈   

    

13 NTCクラブ 小田 凜花   

 9:30   

14 別府クラブ 田中 未来   

   

15 TIP 甲斐 莉々歌   

 9:30  

16 臼杵Jr 河野 茉子   

    

17 ラフ大分 松村 歩輝   

  松村 歩輝  

18  Bye   

  11:30  

19 ロケーション 小田 星夏   

 9:30   

20 臼杵Jr 川野 莉依   

    

21 ウェボテニススクール 神野 佑奈   

 9:30   

22 TEAM MATSUDA 本林 七海   

  11:30  

23  Bye   

  齋藤 心乃  

24 ラフ大分 齋藤 心乃   

    

25 NTCクラブ 森 音羽   

 9:30   

26 臼杵Jr 足立 梨緒   

   

27 城東中学校 高見 杏奈   

 9:30   

28 サニー 廣川 陽菜   

    

29 別府クラブ 木村 仁美   

 9:30  順位 5-8   

30 臼杵Jr 石田 日向子     

  11:30     

31  Bye      

  辻 さくら     

32 ウェボテニススクール 辻 さくら     

    

  

 順位 7-8   

   

   



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

14才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 ラフ大分 豊留 輝  Final   

  豊留 輝   

2  Bye     

  11:30  

3 JWS Academy 井上 稔己   順位 3-4   

 9:30     

4 TEAM MATSUDA 小俣 春陽     

    

5 ファインテニススクール 大久保 優志   

 9:30   

6 大分Jr 石川 叶人   

  11:30  

7  Bye   

  有浦 秀紀  

8 NTCクラブ 有浦 秀紀   

    

9 ラフ大分 梶谷 颯   

  梶谷 颯  

10  Bye   

  11:30  

11 NTCクラブ 安藤 帆史   

 10:00   

12 ラフ大分 池部 泉隼   

    

13 ウェボテニススクール 益戸 凛透   

 10:00   

14 ラフ大分 首藤 慶   

  11:30  

15  Bye   

  佐藤 宏太  

16 別府クラブ 佐藤 宏太   

    

17 ラフ大分 中川 雅紀   

  中川 雅紀  

18  Bye   

  11:30  

19 別府クラブ 入江 遥斗   

 10:00   

20 ファインテニススクール 甲斐 翔流   

    

21 ラフ大分 前田 琥太郎   

 10:00   

22 TEAM MATSUDA 岡成 武瑠   

  11:30  

23  Bye   

  甲斐 恭護  

24 TIP 甲斐 恭護   

    

25 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 航平   

  江口 航平 順位 5-8   

26  Bye     

  12:00     

27 樹の里T.C 藤原 朝陽      

 10:00      

28 ラフ大分 表谷 優祐      

      

29 ファインテニススクール 執行 啓太     

 10:00   順位 7-8   

30 ラフ大分 池辺 駿     

  12:00    

31  Bye   

  佐藤 芳紀  

32 ラフ大分 佐藤 芳紀   



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

14才以下男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

    

33 ラフ大分 関谷 凪音   

  関谷 凪音  

34  Bye   

  12:00  

35 大分豊府中学校 竹村 倭   

 10:00   

36 ラフ大分 林 拓史   

    

37 ラフ大分 池邉 鷹翔   

 10:00   

38 樹の里T.C 山本 一翔   

  12:00  

39  Bye   

  中島 陸人  

40 佐伯テニスアカデミー 中島 陸人   

    

41 ラフ大分 小川 凜太朗   

  小川 凜太朗  

42  Bye   

  12:00  

43 ラフ大分 菅生 楓貴   

 10:00   

44 ウェボテニススクール 溝部 佳月   

    

45 ラフ大分 石井 達己   

 10:00   

46 TEAM MATSUDA 本林 拓海   

  12:00  

47  Bye   

  櫻井 真  

48 ラフ大分 櫻井 真   

    

49 EARNEST TENNIS ACADEMY 冨田 悠翔   

  冨田 悠翔  

50  Bye   

  12:00  

51 ラフ大分 岩永 晃一   

 10:00   

52 大東中学校 松原 寛太   

    

53 ラフ大分 安部 諒也   

 10:00   

54 臼杵Jr ヘイ 賢ドリック   

  12:00  

55  Bye   

  松村 若将  

56 ラフ大分 松村 若将   

    

57 ラフ大分 久保 蒼志   

  久保 蒼志  

58  Bye   

  12:00  

59 ファインテニススクール 山川 朔太郎   

 10:00   

60 NTCクラブ 松本 尚馬   

    

61 TEAM MATSUDA 渡辺 隆太   

 10:00   

62 大分豊府中学校 立川 凌太郎   

  12:00  

63  Bye   

  水野 登琶  

64 ラフ大分 水野 登琶  

   



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

14才以下女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 ラフ大分 向 人心  順位 3-4   

  向 人心   

2  Bye     

  12:00  

3 ウェボテニススクール 柴田 美緒   

 10:00   

4 臼杵Jr 石田 桃子   

    

5 ラフ大分 清祐 莉子   

 10:00   

6 王子テニスクラブ 豊田 はるか   

    

7 ウェボテニススクール 高橋 彩   

 10:30   

8 ラフ大分 三ヶ田 有紀   

    

9 ラフ大分 髙倉 万智   

  髙倉 万智  

10  Bye   

  12:00  

11 ウェボテニススクール 村田 愛梨   

 10:30   

12 ラフ大分 髙木 理央   

    

13 臼杵Jr 師藤 彩花   

 10:30   

14 EARNEST TENNIS ACADEMY 平下 菜々花   

    

15 ロケーション 河野 杏香   

 10:30   

16 TIP 田中 凪   

   

17 ラフ大分 濵田 安珠   

 10:30   

18 臼杵Jr 亀井 咲來   

    

19 TIP 工藤 志歩   

 10:30   

20 ラフ大分 大本 芽依   

    

21 ラフ大分 古谷 優月   

 10:30   

22 EARNEST TENNIS ACADEMY 杉田 千希   

    

23 GREEN CLUB 平田 千晶   

 10:30   

24 臼杵Jr 田中 咲樂   

    

25 坂ノ市中学校 丸山 未結   

 10:30   

26 ラフ大分 佐藤 心春   

    

27 ウェボテニススクール 小花 冬音   

 10:30   

28 TIP 新納 絵梨子   

    

29 JWS Academy 桑原 由弥   

 10:30  順位 5-8   

30 ラフ大分 園田 実緒     

  12:30     

31  Bye      

  深町 友実加     

32 ラフ大分 深町 友実加     

    

  

 順位 7-8   
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1 佐伯テニスアカデミー 古川 煌  Final   

  古川 煌   

2  Bye     

  12:30  

3 別府クラブ 則本 拓真   順位 3-4   

  則本 拓真    

4  Bye     

    

5  Bye   

  栃原 陸  

6 樹の里T.C 栃原 陸   

  12:30  

7  Bye   

  森本 健太  

8 GREEN CLUB 森本 健太   

    

9 ラフ大分 木村 颯佑   

  木村 颯佑  

10  Bye   

  12:30  

11 ラフ大分 立川 直樹   

 10:30   

12 樹の里T.C 中原 理恩   

    

13  Bye   

  坂野 龍  

14 ラフ大分 坂野 龍   

  12:30  

15  Bye   

  佐藤 煌晟  

16 TIP 佐藤 煌晟   

    

17 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 大翔   

  江口 大翔  

18  Bye   

  12:30  

19 ラフ大分 佐藤 和輝   

  佐藤 和輝  

20  Bye   

    

21  Bye   

  岩本 陸  

22 明治小学校 岩本 陸   

  12:30  

23  Bye   

  小串 璃空  

24 全力ｊr. 小串 璃空   

    

25 佐伯テニスアカデミー 柴田 大輔   

  柴田 大輔 順位 5-8   

26  Bye     

  12:30     

27 M J T 武藏 一恩      

 10:30      

28 ロケーション 松重 晶泉      

      

29  Bye     

  本林 夏海  順位 7-8   

30 TEAM MATSUDA 本林 夏海     

  12:30    

31  Bye   

  藤内 向空  

32 ラフ大分 藤内 向空   
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33 ラフ大分 植松 英太  

  植松 英太

34  Bye   

  12:30  

35 TIP 橋元 圭伸   

  橋元 圭伸  

36  Bye   

    

37 別府クラブ 加藤 颯真   

 10:30   

38 NTCクラブ 今倉 望月   

  12:30  

39  Bye   

  安東 篤史  

40 佐伯テニスアカデミー 安東 篤史   

    

41 GREEN CLUB 森本 祐輔   

  森本 祐輔  

42  Bye   

  12:30  

43 ウェボテニススクール 磯谷 陸斗   

  磯谷 陸斗  

44  Bye   

    

45  Bye   

  三重野 颯太  

46 EARNEST TENNIS ACADEMY 三重野 颯太   

  12:30  

47  Bye   

  渡邊 諒門  

48 ラフ大分 渡邊 諒門   

    

49 ラフ大分 清水 大我   

  清水 大我  

50  Bye   

  12:30  

51 EARNEST TENNIS ACADEMY 河越 航平   

  河越 航平  

52  Bye   

    

53  Bye   

  益戸 隼透  

54 県協会ジュニアテニススクール 益戸 隼透   

  12:30  

55  Bye   

  菅生 稜貴  

56 ラフ大分 菅生 稜貴   

    

57 ウェボテニススクール 中村 陽輝   

  中村 陽輝

58  Bye   

  12:30  

59 樹の里T.C 二宮 大輔   

  二宮 大輔  

60  Bye   

    

61 ラフ大分 廣田 幹己   

 10:30   

62 TIP 甲斐 伊吹   

  12:30  

63  Bye   

  川原 岬  

64 別府クラブ 川原 岬  
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1 TIP 野村 聖來  Final   

  野村 聖來   

2  Bye     

  13:00  

3 ラフ大分 河野 紗也香   順位 3-4   

  河野 紗也香    

4  Bye     

    

5  Bye   

  平下 遥花  

6 EARNEST TENNIS ACADEMY 平下 遥花   

  13:00  

7  Bye   

  北郷 莉子  

8 ラフ大分 北郷 莉子   

    

9 ウェボテニススクール 村田 凜   

  村田 凜  

10  Bye   

  13:00  

11 大分Jr 本田 佳蓮   

  本田 佳蓮  

12  Bye   

    

13 佐伯テニスアカデミー 山崎 愛奈   

 10:30   

14 別府クラブ 原 知優   

  13:00  

15  Bye   

  帆足 涼花  

16 全力ｊr. 帆足 涼花   

    

17 TIP 二宮 優   

  二宮 優  

18  Bye   

  13:00  

19 佐伯テニスアカデミー 中島 花菜   

  中島 花菜  

20  Bye   

    

21  Bye   

  藤元 結理  

22 ラフ大分 藤元 結理   

  13:00  

23  Bye   

  三重野 琴乃  

24 EARNEST TENNIS ACADEMY 三重野 琴乃   

    

25 佐伯テニスアカデミー 衛藤 梨乃   

  衛藤 梨乃 順位 5-8   

26  Bye     

  13:00     

27 樹の里T.C 安倍 知花      

  安倍 知花     

28  Bye      

     

29 佐伯テニスアカデミー 御手洗 琴巴     

 11:00   順位 7-8   

30 TEAM MATSUDA 渡辺 萌笑     

  13:00    

31  Bye   

  小石 奈美

32 JWS Academy 小石 奈美   
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33 ラフ大分 植木 玲菜   

  植木 玲菜  

34  Bye   

  13:00  

35 樹の里T.C 宇都宮 有咲   

 11:00   

36 佐伯テニスアカデミー 田中 彩花   

    

37  Bye   

  杉浦 はなの  

38 別府クラブ 杉浦 はなの   

  13:00  

39  Bye   

  高野 蓮奈  

40 全力ｊr. 高野 蓮奈   

    

41 臼杵Jr 赤峰 那美   

  赤峰 那美  

42  Bye   

  13:00  

43 別府クラブ 手嶋 心美   

  手嶋 心美  

44  Bye   

    

45  Bye   

  伊藤 咲蘭  

46 ラフ大分 伊藤 咲蘭   

  13:00  

47  Bye   

  小野 陽香  

48 全力ｊr. 小野 陽香   

   

49 ラフ大分 岩永 悠里   

  岩永 悠里  

50  Bye   

  13:00  

51 佐伯テニスアカデミー 岩崎 紺夏   

  岩崎 紺夏  

52  Bye   

    

53  Bye   

  谷口 帆奏  

54 TEAM MATSUDA 谷口 帆奏   

  13:00  

55  Bye   

  清水 結音  

56 EARNEST TENNIS ACADEMY 清水 結音   

    

57 佐伯テニスアカデミー 須山 奈央   

  須山 奈央  

58  Bye   

  13:00  

59 臼杵Jr 赤峰 伶美   

 11:00   

60 EARNEST TENNIS ACADEMY 柳井 晴花   

    

61  Bye   

  桑原 慶子  

62 JWS Academy 桑原 慶子   

  13:00  

63  Bye   

  皆見 由羽  

64 ラフ大分 皆見 由羽  
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ラフ大分 松尾 匠翔

1 ロケーション 豊田 亮太 松尾 匠翔

  豊田 亮太 

2  Bye   

JWS Academy 井上 結仁 10：30(3/27)  

3 ラフ大分 清松 拓也   

ラフ大分 河野 優夢 14:30   

4 ラフ大分 谷口 泰平   

ラフ大分 北郷 蓮人   

5 ラフ大分 川原 功聖   

樹の里T.C 仲村 偉扶生 14:30   

6 TIP 野村 力弥   

EARNEST TENNIS ACADEMY 後藤 雅史   

7 ラフ大分 谷口 修悟   

ラフ大分 三重野 昊祐 14:30   

8 ラフ大分 吉岡 慶大   

ラフ大分 竹田 舷希   

9 ラフ大分 藏本 大知   

ラフ大分 中村 真 14:30   

10 ロケーション 福永 啓介   

ラフ大分 佐藤 頼輝   

11 ラフ大分 楳木 大登   

大分舞鶴高校 沼口 昇永 14:30   

12 チーム舞鶴 渡邊 脩真   

ラフ大分 渡邊 鋭門   

13 ラフ大分 西郡 優太朗   

ウェボテニススクール 岩本 侑大 14:30   

14 ウェボテニススクール 藤田 一颯   

  10：30(3/27)  

15  Bye 吉永 千恩  

ラフ大分 吉永 千恩 濵田 哲芯  

16 ラフ大分 濵田 哲芯  
   
 順位 3-4   
   
   
   
 順位 5-8   
   
    
    
    
    
   
   
 順位 7-8   
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ウェボテニススクール 岡﨑 咲菜

1 ウェボテニススクール 辻 さくら 岡﨑 咲菜

  辻 さくら 

2  Bye   

別府クラブ 木村 仁美 10：30(3/27)  

3 別府クラブ 田中 未来   

臼杵Jr 赤峰 江美 14:30   

4 臼杵Jr 足立 麻緒   

ロケーション 小田 星夏   

5 TIP 甲斐 莉々歌 小田 星夏  

  甲斐 莉々歌  

6  Bye   

ウェボテニススクール 奈須 結愛 10：30(3/27)  

7 ウェボテニススクール 神野 佑奈   

臼杵Jr 河野 茉子 14:30   

8 臼杵Jr 鬼崎 ひまり   

ラフ大分 松原 華望   

9 臼杵Jr 石田 日向子   

JWS Academy 川野 蒼奈 14:30   

10 JWS Academy 阿部 遥   

  10：30(3/27)  

11  Bye 小田 凜花  

NTCクラブ 小田 凜花 森 音羽  

12 NTCクラブ 森 音羽   

    

13  Bye 川野 莉依  

臼杵Jr 川野 莉依 足立 梨緒  

14 臼杵Jr 足立 梨緒   

  10：30(3/27)  

15  Bye 姫野 蘭  

大分Jr 姫野 蘭 松村 歩輝  

16 ラフ大分 松村 歩輝  

   

 順位 3-4   

   

   

   

 順位 5-8   

   

    

    

    

    

   

   

 順位 7-8   
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ラフ大分 水野 登琶

1 ラフ大分 豊留 輝 水野 登琶

  豊留 輝 

2  Bye   

ラフ大分 岩永 晃一 11：00(3/20)  

3 ラフ大分 池部 泉隼   

別府クラブ 中原 春起 14:30   

4 別府クラブ 坂本 蒼哉   

ラフ大分 佐藤 芳紀   

5 ラフ大分 関谷 凪音   

大分豊府中学校 立川 凌太郎 14:30   

6 大分豊府中学校 竹村 倭   

佐伯テニスアカデミー 中島 陸人   

7 ラフ大分 松村 若将   

ラフ大分 林 拓史 14:30   

8 ラフ大分 首藤 慶   

TEAM MATSUDA 岡成 武瑠   

9 TEAM MATSUDA 渡辺 隆太   

ラフ大分 菅生 楓貴 14:30   

10 ラフ大分 表谷 優祐   

ラフ大分 安部 諒也   

11 ラフ大分 小川 凜太朗   

EARNEST TENNIS ACADEMY 冨田 悠翔 14:30   

12 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 航平   

大東中学校 帆玉 理人   

13 大東中学校 松原 寛太   

別府クラブ 佐藤 勇輝 14:30   

14 中部中学校 谷口 紀明   

  11：00(3/20)  

15  Bye 中川 雅紀  

ラフ大分 中川 雅紀 櫻井 真  

16 ラフ大分 櫻井 真  

   

 順位 3-4   

   

   

   

 順位 5-8   

   

    

    

    

    

   

   

 順位 7-8   
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ラフ大分 濵田 安珠

1 ラフ大分 髙倉 万智 濵田 安珠

  髙倉 万智 

2  Bye   

TIP 工藤 志歩 11：00(3/20)  

3 TIP 新納 絵梨子 工藤 志歩  

  新納 絵梨子  

4  Bye   

EARNEST TENNIS ACADEMY 杉田 千希   

5 ウェボテニススクール 村田 愛梨 杉田 千希  

  村田 愛梨  

6  Bye   

ラフ大分 佐藤 心春 11：00(3/20)  

7 ラフ大分 清祐 莉子 佐藤 心春  

  清祐 莉子  

8  Bye   

    

9  Bye 亀井 咲來  

臼杵Jr 亀井 咲來 師藤 彩花  

10 臼杵Jr 師藤 彩花   

  11：00(3/20)  

11  Bye 三ヶ田 有紀  

ラフ大分 三ヶ田 有紀 丸山 未結  

12 坂ノ市中学校 丸山 未結   

GREEN CLUB 平田 千晶   

13 JWS Academy 桑原 由弥   

ウェボテニススクール 柴田 美緒 14:30   

14 ウェボテニススクール 高橋 彩   

  11：00(3/20)  

15  Bye 田中 凪  

TIP 田中 凪 田中 咲樂  

16 臼杵Jr 田中 咲樂  

   

 順位 3-4   

   

   

   

 順位 5-8   

   

    

    

    

    

   

   

 順位 7-8   
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佐伯テニスアカデミー 古川 煌

1 ラフ大分 菅生 稜貴 古川 煌

  菅生 稜貴 

2  Bye   

全力ｊr. 小串 璃空 11：00(3/20)  

3 ラフ大分 清水 大我   

ウェボテニススクール 中村 陽輝 14:30   

4 明治小学校 岩本 陸   

別府クラブ 加藤 颯真   

5 別府クラブ 川原 岬 加藤 颯真  

  川原 岬  

6  Bye   

佐伯テニスアカデミー 安東 篤史 11：00(3/20)  

7 佐伯テニスアカデミー 柴田 大輔   

EARNEST TENNIS ACADEMY 三重野 颯太 14:30   

8 EARNEST TENNIS ACADEMY 河越 航平   

    

9  Bye 木村 颯佑  

ラフ大分 木村 颯佑 藤内 向空  

10 ラフ大分 藤内 向空   

  11：00(3/20)  

11  Bye 森本 健太  

GREEN CLUB 森本 健太 江口 大翔  

12 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 大翔   

ラフ大分 坂野 龍   

13 ラフ大分 植松 英太   

GREEN CLUB 森本 祐輔 14:30   

14 M J T 武藏 一恩   

  11：00(3/20)  

15  Bye 佐藤 煌晟  

TIP 佐藤 煌晟 渡邊 諒門  

16 ラフ大分 渡邊 諒門  

   

 順位 3-4   

   

   

   

 順位 5-8   

   

    

    

    

    

   

   

 順位 7-8   

   

   

  

 



第49回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選

12才以下女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

TIP 二宮 優

1 TIP 野村 聖來 二宮 優

  野村 聖來 

2  Bye   

佐伯テニスアカデミー 衛藤 梨乃 11：00(3/20)  

3 佐伯テニスアカデミー 須山 奈央 衛藤 梨乃  

  須山 奈央  

4  Bye   

全力ｊr. 小野 陽香   

5 全力ｊr. 高野 蓮奈 小野 陽香  

  高野 蓮奈  

6  Bye   

佐伯テニスアカデミー 岩崎 紺夏 11：00(3/20)  

7 佐伯テニスアカデミー 御手洗 琴巴   

ラフ大分 河野 紗也香 14:30   

8 ラフ大分 藤元 結理   

    

9  Bye 村田 凜  

ウェボテニススクール 村田 凜 柳井 晴花  

10 EARNEST TENNIS ACADEMY 柳井 晴花   

  11：00(3/20)  

11  Bye 北郷 莉子  

ラフ大分 北郷 莉子 岩永 悠里  

12 ラフ大分 岩永 悠里   

ラフ大分 植木 玲菜   

13 臼杵Jr 田島 妃夏   

全力ｊr. 小野 悠月 14:30   

14 EARNEST TENNIS ACADEMY 清水 結音   

  11：00(3/20)  

15  Bye 小石 奈美  

JWS Academy 小石 奈美 皆見 由羽  

16 ラフ大分 皆見 由羽  

   

順位 3-4   

  

   

   

 順位 5-8   

   

    

    

    

    

   

   

 順位 7-8   

   

   

  

 


