
青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

高校生男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 高知高等学校 西原 大海 [1]  

  西原 大海 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 土佐塾中高等学校 山下 煌生  #65:  

    

4 高知商業高等学校 佐竹 輝哉 #2:   

    

5 土佐塾中高等学校 吉本 光一  #97:  

    

6 土佐高校 向井 廉太朗 #3:   

    

7 明徳義塾高校 中平 大地  #66:  

    

8 高知商業高等学校 川村 彪雅 [17] #4:   

    

9 明徳義塾高校 濱田 祐輝 [17]  #113:  

    

10 高知高等学校 西内 瑠唯 #5:   

    

11 高知高等学校 田所 頌平  #67:  

    

12 高知学芸高等学校 谷 理央 #6:   

    

13 高知追手前高校 高芝 恵太朗  #98:  

    

14 高知高等学校 森本 慎之介 #7:   

    

15  Bye 15  #68:  

  前田 亮太郎 [9]  

16 高知高等学校 前田 亮太郎 [9] #8:   

    

17 土佐高校 壬生 裕斗 [9]  #121:  

  壬生 裕斗 [9]  

18  Bye 9 #9:   

    

19 土佐高校 濵田 真通  #69:  

    

20 高知国際高校 岡本 秀大 #10:   

    

21 土佐塾中高等学校 吉村 卓朗  #99:  

    

22 高知学芸高等学校 藤原 康哲 #11:   

    

23  Bye 23  #70:  

  田村 一眞 [17]  

24 須崎総合高校 田村 一眞 [17] #12:   

    

25 明徳義塾高校 西山 響 [17]  #114:  

    

26 高知高等学校 吉松 輝登 #13:   

    

27 高知国際高校 田邊 柊汰  #71:  

    

28 高知追手前高校 永野 透 #14:   

    

29 高知学芸高等学校 山本 悠太  #100:  

    

30 高知国際高校 大塚 巧己 #15:   

    

31  Bye 7  #72:  

  友成 航大 [5]  

32 高知高等学校 友成 航大 [5] #16:   



    

33 土佐高校 斉藤 名趣 [3]  #125:  

  斉藤 名趣 [3]  

34  Bye 3 #17:   

    

35 高知高等学校 大野 竜平  #73:  

    

36 高知追手前高校 島﨑 彪牙 #18:   

    

37 土佐高校 山郷 夏  #101:  

    

38 高知高等学校 栗田 智太 #19:   

    

39 高知高等学校 藤﨑 悠多  #74:  

    

40 高知学芸高等学校 森 翔太郎 [17] #20:   

    

41 高知中央 沖村 昴来 [17]  #115:  

  沖村 昴来 [17]  

42  Bye 19 #21:   

    

43 高知学芸高等学校 川田 晴太  #75:  

    

44 土佐高校 𠮷廣 俊輝 #22:   

    

45 土佐高校 門脇 匠海  #102:  

    

46 高知学芸高等学校 岡田 颯斗 #23:   

    

47  Bye 13  #76:  

  岩田 悠志 [9]  

48 土佐高校 岩田 悠志 [9] #24:   

    

49 土佐塾中高等学校 溝上 武 [9]  #122:  

  溝上 武 [9]  

50  Bye 11 #25:   

    

51 土佐塾中高等学校 北村 大和  #77:  

    

52 明徳義塾高校 田中 拓馬 #26:   

    

53 高知学芸高等学校 下村 陸  #103:  

    

54 高知商業高等学校 中谷 憲伸 #27:   

    

55  Bye 21  #78:  

  洲脇 友希 [17]  

56 高知追手前高校 洲脇 友希 [17] #28:   

    

57 高知国際高校 岡村 駿樹 [17]  #116:  

    

58 土佐塾中高等学校 筒井 鴻大 #29:   

    

59 高知国際高校 岡村 明彦  #79:  

    

60 高知学芸高等学校 加茂 正太郎 #30:   

    

61 土佐塾中高等学校 改田 真隆  #104:  

    

62 高知国際高校 吉川 友希 #31:   

    

63  Bye 5  #80:  

  岡本 寛太 [5]  

64 高知中央 岡本 寛太 [5] #32:   



    

65 高知中央 萩原 陽仁 [5]  #127:  

  萩原 陽仁 [5]  

66  Bye 6 #33:   

    

67 高知国際高校 古賀 莉玖  #81:  

    

68 高知高等学校 岡林 奏汰 #34:   

    

69 土佐塾中高等学校 吉永 樹生  #105:  

    

70 土佐高校 今村 心優 #35:   

    

71 明徳義塾高校 山下 矩明  #82:  

    

72 高知国際高校 武村 春輝 [17] #36:   

    

73 梼原高校 吉岡 優良 [17]  #117:  

  吉岡 優良 [17]  

74  Bye 22 #37:   

    

75 高知学芸高等学校 中野 翔太  #83:  

    

76 高知商業高等学校 長谷 啓和 #38:   

    

77 高知学芸高等学校 高橋 侑暉  #106:  

    

78 高知高等学校 佐々木 悠成 #39:   

    

79  Bye 12  #84:  

  金子 剛良 [9]  

80 土佐塾中高等学校 金子 剛良 [9] #40:   

    

81 須崎総合高校 山中 賢大 [9]  #123:  

  山中 賢大 [9]  

82  Bye 14 #41:   

    

83 高知国際高校 武市 陽豊  #85:  

    

84 土佐塾中高等学校 笠木 海来 #42:   

    

85 高知国際高校 押岡 充樹  #107:  

    

86 高知高専 板東 悠斗 #43:   

    

87  Bye 20  #86:  

  都築 煌太 [17]  

88 高知高専 都築 煌太 [17] #44:   

    

89 高知商業高等学校 横山 貴哉 [17]  #118:  

    

90 高知学芸高等学校 山下 絢矢 #45:   

    

91 土佐塾中高等学校 鎌倉 琢飛  #87:  

    

92 高知高等学校 堅田 宗樹 #46:   

    

93 土佐塾中高等学校 品原 佑哉  #108:  

    

94 梼原高校 矢野 雄大 #47:   

    

95  Bye 4  #88:  

  濱口 竜輝 [3]  

96 土佐高校 濱口 竜輝 [3] #48:   



    

97 土佐高校 北村 弥樹 [5]  #126:  

  北村 弥樹 [5]  

98  Bye 8 #49:   

    

99 土佐高校 林 治吾  #89:  

    

100 高知学芸高等学校 田村 漣 #50:   

    

101 高知高等学校 中平 結雅  #109:  

    

102 高知高専 小笠原 律 #51:   

    

103 高知国際高校 北川 俊馬  #90:  

    

104 高知高等学校 天野 裕太 [17] #52:   

    

105 高知高等学校 田中 そら [17]  #119:  

    

106 高知追手前高校 出口 晃 #53:   

    

107 高知高等学校 島内 璃久  #91:  

    

108 高知国際高校 手島 優樹 #54:   

    

109 高知追手前高校 高橋 宏宜  #110:  

    

110 高知国際高校 中脇 叶波 #55:   

    

111  Bye 10  #92:  

  林 大悟 [9]  

112 高知中央 林 大悟 [9] #56:   

    

113 土佐塾中高等学校 長尾 泰知 [9]  #124:  

  長尾 泰知 [9]  

114  Bye 16 #57:   

    

115 高知商業高等学校 森下 尚也  #93:  

    

116 高知学芸高等学校 橋本 晴人 #58:   

    

117 高知高等学校 下元 祐真  #111:  

    

118 土佐高校 戸井田 隼人 #59:   

    

119  Bye 18  #94:  

  飛鳥井 宏斗 [17]  

120 高知学芸高等学校 飛鳥井 宏斗 [17] #60:   

    

121 高知高専 田村 空馳 [17]  #120:  

    

122 高知国際高校 上平田 颯太 #61:   

    

123 土佐塾中高等学校 鎌倉 聡真  #95:  

    

124 高知学芸高等学校 森本 剛正 #62:   

    

125 高知中央 宮崎 奏太  #112:  

    

126 高知追手前高校 川本 尚暖 #63:   

    

127  Bye 2  #96:  

  渡部 晄 [2]  

128 高知中央 渡部 晄 [2] #64:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

中学生男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 土佐中学校 三宮 将介 [1]  

  三宮 将介 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 高知学芸中学校 大家 緋偉呂  #65:  

    

4 土佐中学校 田岡 聖唯 #2:   

    

5 土佐中学校 井上 結斗  #97:  

    

6 高知学芸中学校 西内 大翔 #3:   

    

7 高知学芸中学校 森光 泰誠  #66:  

    

8 土佐中学校 川村 悠人 [17] #4:   

    

9 土佐塾中高等学校 橋本 迪澄 [17]  #113:  

  橋本 迪澄 [17]  

10  Bye 17 #5:   

    

11 土佐塾中高等学校 西村 将士  #67:  

    

12 高知学芸中学校 川村 仁之介 #6:   

    

13 土佐中学校 小松 幌貴  #98:  

    

14 高知学芸中学校 別府 委晋 #7:   

    

15  Bye 15  #68:  

  吉田 潤生 [9]  

16 明徳義塾中学校 吉田 潤生 [9] #8:   

    

17 高知学芸中学校 貝崎 智哉 [9]  #121:  

  貝崎 智哉 [9]  

18  Bye 9 #9:   

    

19 土佐中学校 津野 謙蔵  #69:  

    

20 高知県立高知南中学校 山崎 颯馬 #10:   

    

21 土佐中学校 髙木 信之介  #99:  

    

22 高知学芸中学校 梅原 安志 #11:   

    

23  Bye 23  #70:  

  本吉 倖汰 [17]  

24 高知学芸中学校 本吉 倖汰 [17] #12:   

    

25 高知中学校 宮本 大地 [17]  #114:  

    

26 高知学芸中学校 笹岡 賢一朗 #13:   

    

27 高知学芸中学校 中村 太翼  #71:  

    

28 土佐中学校 濵田 純平 #14:   

    

29 高知学芸中学校 小松 弥冬  #100:  

    

30 土佐塾中高等学校 白石 幸大 #15:   

    

31  Bye 7  #72:  

  渡部 朔 [5]  

32 佐川ジュニアTC 渡部 朔 [5] #16:   



    

33 土佐塾中高等学校 吉村 俊亮 [3]  #125:  

  吉村 俊亮 [3]  

34  Bye 3 #17:   

    

35 土佐中学校 今久保 日奈太  #73:  

    

36 高知県立高知南中学校 中島 海里 #18:   

    

37 土佐中学校 市吉 冬夢  #101:  

    

38 高知中学校 峰 陽都 #19:   

    

39  Bye 29  #74:  

  髙木 康太郎 [17]  

40 土佐中学校 髙木 康太郎 [17] #20:   

    

41 土佐塾中高等学校 小笠原 蓮祐 [17]  #115:  

  小笠原 蓮祐 [17]  

42  Bye 19 #21:   

    

43 高知中学校 尾﨑 統吾  #75:  

    

44 高知学芸中学校 山﨑 遥陽 #22:   

    

45 高知学芸中学校 野並 久寛  #102:  

    

46 土佐塾中高等学校 下元 瑠晟 #23:   

    

47  Bye 13  #76:  

  飛鳥井 雅平 [9]  

48 土佐塾中高等学校 飛鳥井 雅平 [9] #24:   

    

49 土佐中学校 今久保 篤志 [9]  #122:  

  今久保 篤志 [9]  

50  Bye 11 #25:   

    

51 土佐中学校 秦 翔天  #77:  

    

52 土佐塾中高等学校 山岡 日翔 #26:   

    

53 高知中学校 伊藤 拓海  #103:  

    

54 土佐中学校 浦田 吉彦 #27:   

    

55  Bye 21  #78:  

  立仙 椋介 [17]  

56 高知中学校 立仙 椋介 [17] #28:   

    

57 高知学芸中学校 石川 雄聖 [17]  #116:  

  石川 雄聖 [17]  

58  Bye 27 #29:   

    

59 土佐中学校 大石 昴  #79:  

    

60 高知学芸中学校 田岡 拓真 #30:   

    

61 高知中学校 三浦 丈宜  #104:  

    

62 高知学芸中学校 森 奏太朗 #31:   

    

63  Bye 5  #80:  

  山井 聡次朗 [5]  

64 土佐中学校 山井 聡次朗 [5] #32:   

    



65 土佐中学校 川澤 颯太 [5]  #128:  

  川澤 颯太 [5]  

66  Bye 6 #33:   

    

67 土佐中学校 川田 凌雅  #81:  

    

68 高知学芸中学校 曽我部 侑生 #34:   

    

69 高知県立高知南中学校 矢野 悠晟  #105:  

    

70 土佐塾中高等学校 山本 伊織 #35:   

    

71  Bye 28  #82:  

  谷岡 来夢 [17]  

72 佐川ジュニアTC 谷岡 来夢 [17] #36:   

    

73 高知県立高知南中学校 田中 歩夢 [17]  #117:  

  田中 歩夢 [17]  

74  Bye 22 #37:   

    

75 土佐中学校 山﨑 勇樟  #83:  

    

76 高知学芸中学校 井上 佐鳴 #38:   

    

77 高知学芸中学校 西村 友佑  #106:  

    

78 土佐中学校 宮地 康太 #39:   

    

79  Bye 12  #84:  

  岡﨑 正太郎 [9]  

80 土佐中学校 岡﨑 正太郎 [9] #40:   

    

81 土佐中学校 島井 直生 [9]  #123:  

  島井 直生 [9]  

82  Bye 14 #41:   

    

83 高知学芸中学校 中西 鴻介  #85:  

    

84 土佐塾中高等学校 田中 采禮 #42:   

    

85 高知県立高知南中学校 光場 健太朗  #107:  

    

86 高知中学校 西田 翔 #43:   

    

87  Bye 20  #86:  

  森岡 凌央 [17]  

88 高知中学校 森岡 凌央 [17] #44:   

    

89 土佐塾中高等学校 岡本 凌空 [17]  #118:  

    

90 高知学芸中学校 安岡 陽向 #45:   

    

91 高知学芸中学校 長山 高大  #87:  

    

92 土佐中学校 山﨑 悠一郎 #46:   

    

93 高知学芸中学校 原 碧生  #108:  

    

94 土佐中学校 森本 健太 #47:   

    

95  Bye 4  #88:  

  塩田 泰万 [3]  

96 土佐中学校 塩田 泰万 [3] #48:   



    

97 土佐中学校 栁原 優 [5]  #126:  

  栁原 優 [5]  

98  Bye 8 #49:   

    

99 高知中学校 羽方 悠人  #89:  

    

100 高知学芸中学校 細川 拓海 #50:   

    

101 高知学芸中学校 中川 絢斗  #109:  

    

102 土佐中学校 上村 紘生 #51:   

    

103 高知中学校 近藤 翔弥音  #90:  

    

104 高知学芸中学校 平野 誉 [17] #52:   

    

105 高知県立高知南中学校 田原 光 [17]  #119:  

  田原 光 [17]  

106  Bye 24 #53:   

    

107 高知学芸中学校 平岡 静樹  #91:  

    

108 土佐中学校 北村 真暉 #54:   

    

109 土佐中学校 吉村 春希  #110:  

    

110 高知学芸中学校 吉本 桜太郎 #55:   

    

111  Bye 10  #92:  

  馬場 裕己 [9]  

112 土佐中学校 馬場 裕己 [9] #56:   

    

113 高知学芸中学校 三宮 康介 [9]  #124:  

  三宮 康介 [9]  

114  Bye 16 #57:   

    

115 土佐中学校 長谷部 慶希  #93:  

    

116 高知中学校 黒木 蓮太 #58:   

    

117 高知学芸中学校 上島 悠生  #111:  

    

118 土佐中学校 市浦 煌生 #59:   

    

119  Bye 18  #94:  

  森田 智輝 [17]  

120 タカミ（潮江中学） 森田 智輝 [17] #60:   

    

121 佐川ジュニアTC 西村 瀬冬 [17]  #120:  

    

122 土佐中学校 岸之上 浩太郎 #61:   

    

123 高知学芸中学校 山﨑 恭太  #95:  

    

124 土佐中学校 細田 恵司 #62:   

    

125 高知学芸中学校 川内 一瑳  #112:  

    

126 土佐塾中高等学校 松本 和也 #63:   

    

127  Bye 2  #96:  

  岡本 将太 [2]  

128 佐川ジュニアTC 岡本 将太 [2] #64:  

   

 順位 3-4   

   

  #127:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

小学生男子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 TEAM LAT 西川 大哉 [1]  

  西川 大哉 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 SKOP 三舩　 温文  #9:  

    

4 MRS 松下 周叶 #2:   

    

5 SKOP 三舩　 慎文 [3]  #13:  

  三舩　 慎文 [3]  

6  Bye 3 #3:   

    

7 TEAM　LAT 中村 優斗  #10:  

    

8 MRS 有澤 志道 #4:   

    

9 TEAM　LAT 谷口 帆汰  #16:  

    

10 MRS 筒井 寿人 #5:   

    

11  Bye 4  #11:  

  中脇 颯空 [3]  

12 SKOP 中脇 颯空 [3] #6:   

    

13  Bye 7  #14:  

  田嶋 優作  

14 MRS 田嶋 優作 #7:   

    

15  Bye 2  #12:  

  長尾 朋哉 [2]  

16 MRS 長尾 朋哉 [2] #8:  

   

 順位 3-4   

   

  #15:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

高校生女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

  

1 高知中央 山中 麟 [1]  

  山中 麟 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 高知学芸高等学校 乾 光里  #33:  

    

4 土佐高等学校 岩崎 紗智 #2:   

    

5 土佐塾中高等学校 岸田 茜  #49:  

    

6 須崎総合高校 河村 優莉 #3:   

    

7  Bye 15  #34:  

  岡林 真央 [9]  

8 高知学芸高等学校 岡林 真央 [9] #4:   

    

9 高知追手前高校 岡本 笑実 [9]  #57:  

  岡本 笑実 [9]  

10  Bye 9 #5:   

    

11 高知商業高等学校 森 里音  #35:  

    

12 岡豊高等学校 松下 由奈 #6:   

    

13 岡豊高等学校 小林 琴音  #50:  

    

14 高知追手前高校 島崎 心花 #7:   

    

15  Bye 7  #36:  

  恩地 葉音 [5]  

16 高知高等学校 恩地 葉音 [5] #8:   

    

17 土佐女子高等学校 杉村 リナ [3]  #61:  

  杉村 リナ [3]  

18  Bye 3 #9:   

    

19 須崎総合高校 岩田 七海  #37:  

    

20 土佐高等学校 平野 礼菜 #10:   

    

21 土佐女子高等学校 山本 咲桜  #51:  

    

22 高知学芸高等学校 秋沢 柚奈 #11:   

    

23  Bye 13  #38:  

  松本 花姫 [9]  

24 高知中央 松本 花姫 [9] #12:   

    

25 高知商業高等学校 馬詰 実里 [9]  #58:  

  馬詰 実里 [9]  

26  Bye 11 #13:   

    

27 高知商業高等学校 前川 琳音  #39:  

    

28 高知追手前高校 住矢 亜未 #14:   

    

29 高知高等学校 前田 愛奈  #52:  

    

30 土佐塾中高等学校 武内 あやめ #15:   

    

31  Bye 5  #40:  

  入田 葵 [5]  

32 高知高等学校 入田 葵 [5] #16:   



    

33 土佐高等学校 山中 星空来 [5]  #63:  

  山中 星空来 [5]  

34  Bye 6 #17:   

    

35 土佐塾中高等学校 飯田 朱音  #41:  

    

36 岡豊高等学校 手島 玲音 #18:   

    

37 岡豊高等学校 溝渕 叶和  #53:  

    

38 高知高等学校 泉 芽愛 #19:   

    

39  Bye 12  #42:  

  山本 紗那 [9]  

40 土佐塾中高等学校 山本 紗那 [9] #20:   

    

41 土佐塾中高等学校 本𠮷 梨紗 [9]  #59:  

    

42 高知追手前高校 松浦 百花 #21:   

    

43 高知国際高校 井本 吏音  #43:  

    

44 高知中央 西村 美咲 #22:   

    

45 高知追手前高校 佐々木 恵  #54:  

    

46 高知国際高校 林 柚伽 #23:   

    

47  Bye 4  #44:  

  平野 礼菜 [3]  

48 高知高等学校 平野 礼菜 [3] #24:   

    

49 高知中央 平井 七海 [5]  #62:  

  平井 七海 [5]  

50  Bye 8 #25:   

    

51 高知高等学校 濱川 桃子  #45:  

    

52 須崎総合高校 岡﨑 月碧 #26:   

    

53 高知高等学校 土居 夢空  #55:  

    

54 高知国際高校 井上 愛唯 #27:   

    

55  Bye 10  #46:  

  渡辺 悠月 [9]  

56 高知高等学校 渡辺 悠月 [9] #28:   

    

57 高知中央 川上 琉菜 [9]  #60:  

  川上 琉菜 [9]  

58  Bye 16 #29:   

    

59 土佐高等学校 中島 彩葉  #47:  

    

60 土佐塾中高等学校 中村 柚月 #30:   

    

61 土佐高等学校 押栗 心美  #56:  

    

62 須崎総合高校 河村 彩音 #31:   

    

63  Bye 2  #48:  

  池内 奈々 [2]  

64 土佐高等学校 池内 奈々 [2] #32:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

中学生女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 土佐中学校 田口 玲渚 [1]  

  田口 玲渚 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 土佐女子中学校 山本 心音  #65:  

  山本 心音  

4  Bye 64 #2:   

    

5  Bye 33  #97:  

  平井 綾  

6 土佐中学校 平井 綾 #3:   

    

7  Bye 31  #66:  

  利根 妃奈乃 [17]  

8 土佐塾中高等学校 利根 妃奈乃 [17] #4:   

    

9 FSS 佐藤 凉 [17]  #113:  

  佐藤 凉 [17]  

10  Bye 17 #5:   

    

11 高知学芸中学校 見元 真子  #67:  

    

12 土佐中学校 下村 佳穂 #6:   

    

13  Bye 49  #98:  

  南部 光希  

14 土佐中学校 南部 光希 #7:   

    

15  Bye 15  #68:  

  大畑 実桜 [9]  

16 土佐塾中高等学校 大畑 実桜 [9] #8:   

    

17 土佐中学校 笠井 結愛 [9]  #121:  

  笠井 結愛 [9]  

18  Bye 9 #9:   

    

19 高知学芸中学校 濵田 華凛  #69:  

  濵田 華凛  

20  Bye 56 #10:   

    

21  Bye 41  #99:  

  中本 千尋  

22 土佐中学校 中本 千尋 #11:   

    

23  Bye 23  #70:  

  久川 茜 [17]  

24 土佐女子中学校 久川 茜 [17] #12:   

    

25 土佐中学校 伊勢脇 莉果 [17]  #114:  

  伊勢脇 莉果 [17]  

26  Bye 25 #13:   

    

27 高知学芸中学校 飯富 桃乃  #71:  

    

28 土佐中学校 髙井 心暖 #14:   

    

29  Bye 57  #100:  

  濵田 一伽  

30 土佐中学校 濵田 一伽 #15:   

    

31  Bye 7  #72:  

  畝﨑 一桜 [5]  

32 FSS 畝﨑 一桜 [5] #16:   



    

33 伊野中学校 金子 瑠来 [3]  #125:  

  金子 瑠来 [3]  

34  Bye 3 #17:   

    

35 土佐中学校 上杉 心結  #73:  

  上杉 心結  

36  Bye 61 #18:   

    

37  Bye 36  #101:  

  山本 律香  

38 土佐中学校 山本 律香 #19:   

    

39  Bye 29  #74:  

  井本 瑠衣 [17]  

40 土佐女子中学校 井本 瑠衣 [17] #20:   

    

41 明徳義塾中学校 橋本 愛美 [17]  #115:  

  橋本 愛美 [17]  

42  Bye 19 #21:   

    

43 土佐中学校 柴田 芽依  #75:  

    

44 高知中学校 中平 乃佳藍 #22:   

    

45  Bye 52  #102:  

  嶋﨑 ひな  

46 高知学芸中学校 嶋﨑 ひな #23:   

    

47  Bye 13  #76:  

  久保 凛甫子 [9]  

48 高知学芸中学校 久保 凛甫子 [9] #24:   

    

49 土佐女子中学校 舩谷 水月 [9]  #122:  

  舩谷 水月 [9]  

50  Bye 11 #25:   

    

51 土佐中学校 森本 紗世  #77:  

    

52 高知学芸中学校 青木 瞳実 #26:   

    

53  Bye 44  #103:  

  髙橋 あゆか  

54 土佐中学校 髙橋 あゆか #27:   

    

55  Bye 21  #78:  

  島内 舞衣子 [17]  

56 土佐中学校 島内 舞衣子 [17] #28:   

    

57 佐川ジュニアTC 山中 彩佳 [17]  #116:  

  山中 彩佳 [17]  

58  Bye 27 #29:   

    

59 土佐中学校 田村 真尋  #79:  

  田村 真尋  

60  Bye 37 #30:   

    

61 土佐女子中学校 小林 千乃  #104:  

    

62 高知学芸中学校 岡﨑 遥紀 #31:   

    

63  Bye 5  #80:  

  濱口 絢菜 [5]  

64 土佐塾中高等学校 濱口 絢菜 [5] #32:   



    

65 土佐中学校 松岡 芽生 [5]  #128:  

  松岡 芽生 [5]  

66  Bye 6 #33:   

    

67 土佐中学校 川添 真歩  #81:  

  川添 真歩  

68  Bye 59 #34:   

    

69  Bye 38  #105:  

  濱田 実来  

70 高知学芸中学校 濱田 実来 #35:   

    

71  Bye 28  #82:  

  中山 萌花 [17]  

72 土佐塾中高等学校 中山 萌花 [17] #36:   

    

73 高知中学校 岸本 紗和 [17]  #117:  

  岸本 紗和 [17]  

74  Bye 22 #37:   

    

75 土佐中学校 稲田 有莉  #83:  

  稲田 有莉  

76  Bye 43 #38:   

    

77 高知学芸中学校 小川 舞桜  #106:  

    

78 土佐中学校 平野 里奈 #39:   

    

79  Bye 12  #84:  

  北川 優香 [9]  

80 土佐中学校 北川 優香 [9] #40:   

    

81 高知学芸中学校 森岡 小春 [9]  #123:  

  森岡 小春 [9]  

82  Bye 14 #41:   

    

83 土佐中学校 大坪 おたる  #85:  

  大坪 おたる  

84  Bye 51 #42:   

    

85 高知中学校 川江 真央  #107:  

    

86 土佐中学校 永野 未琉 #43:   

    

87  Bye 20  #86:  

  横山 ひな [17]  

88 高知中学校 横山 ひな [17] #44:   

    

89 明徳義塾中学校 久保田 真未 [17]  #118:  

  久保田 真未 [17]  

90  Bye 30 #45:   

    

91 高知学芸中学校 青井 杏紗  #87:  

  青井 杏紗  

92  Bye 35 #46:   

    

93  Bye 62  #108:  

  内山 桜希  

94 高知学芸中学校 内山 桜希 #47:   

    

95  Bye 4  #88:  

  山口 奏音 [3]  

96 高知県立高知南中学校 山口 奏音 [3] #48:   



    

97 FSS 新谷 心彩 [5]  #126:  

  新谷 心彩 [5]  

98  Bye 8 #49:   

    

99 高知学芸中学校 田中 葵  #89:  

  田中 葵  

100  Bye 58 #50:   

    

101 土佐中学校 岡﨑 祐美  #109:  

    

102 高知中学校 岡林 莉央 #51:   

    

103  Bye 26  #90:  

  弘田 沙来 [17]  

104 FSS 弘田 沙来 [17] #52:   

    

105 高知学芸中学校 松澤 彩華 [17]  #119:  

  松澤 彩華 [17]  

106  Bye 24 #53:   

    

107 高知学芸中学校 濵田 凛  #91:  

  濵田 凛  

108  Bye 42 #54:   

    

109 高知中学校 柴田 一花  #110:  

    

110 高知学芸中学校 高橋 そよ #55:   

    

111  Bye 10  #92:  

  濵崎 希 [9]  

112 高知中学校 濵崎 希 [9] #56:   

    

113 土佐塾中高等学校 中城 玲 [9]  #124:  

  中城 玲 [9]  

114  Bye 16 #57:   

    

115 土佐中学校 本山 茉歩  #93:  

  本山 茉歩  

116  Bye 50 #58:   

    

117  Bye 47  #111:  

  山本 実穂  

118 FSS 山本 実穂 #59:   

    

119  Bye 18  #94:  

  今橋 優奈 [17]  

120 佐川ジュニアTC 今橋 優奈 [17] #60:   

    

121 高知学芸中学校 竹内 舞那 [17]  #120:  

  竹内 舞那 [17]  

122  Bye 32 #61:   

    

123 土佐女子中学校 平岡 怜奈  #95:  

    

124 土佐中学校 井上 葵生 #62:   

    

125  Bye 63  #112:  

  中平 月葉藍  

126 高知中学校 中平 月葉藍 #63:   

    

127  Bye 2  #96:  

  森田 稀心 [2]  

128 中村テニスクラブ 森田 稀心 [2] #64:  

   

 順位 3-4   

   

  #127:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

小学生女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 TEAM LAT 川添 芽生 [1]  

  川添 芽生 [1] 

2  Bye 1 #1:   

    

3 MRS 小笠原 百花  #5:  

    

4 Gemstones 澤田 心花 #2:   

    

5  Bye 3  #8:  

  今津 帆乃香  

6 FSS 今津 帆乃香 #3:   

    

7  Bye 2  #6:  

  澤田 初花 [2]  

8 Gemstones 澤田 初花 [2] #4:  

   

 順位 3-4   

   

  #7:

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

高校生男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

土佐高校 斉藤 名趣 [1] 

1 土佐高校 濱口 竜輝 斉藤 名趣 [1] 

  濱口 竜輝 

2  Bye 1 #1:   

高知国際高校 岡本 秀大   

3 高知国際高校 岡村 駿樹  #33:  

土佐塾中高等学校 北村 大和   

4 土佐塾中高等学校 吉永 樹生 #2:   

高知学芸高等学校 森 翔太郎   

5 高知学芸高等学校 飛鳥井 宏斗  #49:  

高知高等学校 吉松 輝登   

6 高知高等学校 藤﨑 悠多 #3:   

高知学芸高等学校 橋本 晴人   

7 高知学芸高等学校 谷 理央  #34:  

土佐高校 濵田 真通 [9]   

8 土佐高校 門脇 匠海 #4:   

土佐高校 林 治吾 [9]   

9 土佐高校 𠮷廣 俊輝 林 治吾 [9] #57:  

  𠮷廣 俊輝  

10  Bye 9 #5:   

明徳義塾高校 濱田 祐輝   

11 明徳義塾高校 西山 響  #35:  

高知国際高校 北川 俊馬   

12 高知国際高校 大塚 巧己 #6:   

土佐塾中高等学校 吉村 卓朗   

13 土佐塾中高等学校 金子 剛良  #50:  

高知国際高校 中脇 叶波   

14 高知国際高校 押岡 充樹 #7:   

    

15  Bye 7 堅田 宗樹 [5] #36:  

高知高等学校 堅田 宗樹 [5] 田中 そら  

16 高知高等学校 田中 そら #8:   

高知中央 岡本 寛太 [3]   

17 高知中央 林 大悟 岡本 寛太 [3] #61:  

  林 大悟  

18  Bye 3 #9:   

高知国際高校 上平田 颯太   

19 高知国際高校 手島 優樹  #37:  

高知学芸高等学校 下村 陸   

20 高知学芸高等学校 山下 絢矢 #10:   

高知追手前高校 高橋 宏宜   

21 高知追手前高校 高芝 恵太朗  #51:  

土佐塾中高等学校 改田 真隆   

22 土佐塾中高等学校 鎌倉 琢飛 #11:   

高知国際高校 岡村 明彦   

23 高知国際高校 田邊 柊汰  #38:  

高知高等学校 岡林 奏汰 [9]   

24 高知高等学校 森本 慎之介 #12:   

高知高等学校 中平 結雅 [9]   

25 高知高等学校 大野 竜平 中平 結雅 [9] #58:  

  大野 竜平  

26  Bye 11 #13:   

土佐塾中高等学校 山下 煌生   

27 土佐塾中高等学校 鎌倉 聡真  #39:  

高知学芸高等学校 川田 晴太   

28 高知学芸高等学校 高橋 侑暉 #14:   

高知学芸高等学校 中野 翔太   

29 高知学芸高等学校 森本 剛正  #52:  

土佐塾中高等学校 品原 佑哉   

30 土佐塾中高等学校 笠木 海来 #15:   

    

31  Bye 5 前田 亮太郎 [5] #40:  

高知高等学校 前田 亮太郎 [5] 天野 裕太  

32 高知高等学校 天野 裕太 #16:   



高知中央 渡部 晄 [5]   

33 高知中央 萩原 陽仁 渡部 晄 [5] #64:  

  萩原 陽仁  

34  Bye 6 #17:   

高知追手前高校 島﨑 彪牙   

35 高知追手前高校 洲脇 友希  #41:  

梼原高校 吉岡 優良   

36 梼原高校 矢野 雄大 #18:   

高知追手前高校 川本 尚暖   

37 高知追手前高校 永野 透  #53:  

高知国際高校 古賀 莉玖   

38 高知国際高校 武市 陽豊 #19:   

    

39  Bye 12 向井 廉太朗 [9] #42:  

土佐高校 向井 廉太朗 [9] 戸井田 隼人  

40 土佐高校 戸井田 隼人 #20:   

須崎総合高校 山中 賢大 [9]   

41 須崎総合高校 田村 一眞 山中 賢大 [9] #59:  

  田村 一眞  

42  Bye 14 #21:   

土佐塾中高等学校 吉本 光一   

43 土佐塾中高等学校 筒井 鴻大  #43:  

高知高専 板東 悠斗   

44 高知高専 都築 煌太 #22:   

高知高等学校 下元 祐真   

45 高知高等学校 西内 瑠唯  #54:  

高知学芸高等学校 山本 悠太   

46 高知学芸高等学校 田村 漣 #23:   

    

47  Bye 4 北村 弥樹 [3] #44:  

土佐高校 北村 弥樹 [3] 壬生 裕斗  

48 土佐高校 壬生 裕斗 #24:   

土佐塾中高等学校 溝上 武 [5]   

49 土佐塾中高等学校 長尾 泰知 溝上 武 [5] #62:  

  長尾 泰知  

50  Bye 8 #25:   

高知学芸高等学校 加茂 正太郎   

51 高知学芸高等学校 藤原 康哲  #45:  

高知国際高校 吉川 友希   

52 高知国際高校 武村 春輝 #26:   

高知高等学校 栗田 智太   

53 高知高等学校 田所 頌平  #55:  

明徳義塾高校 山下 矩明   

54   #27:   

    

55  Bye 10 宮崎 奏太 [9] #46:  

高知中央 宮崎 奏太 [9] 沖村 昴来  

56 高知中央 沖村 昴来 #28:   

土佐高校 今村 心優 [9]   

57 土佐高校 岩田 悠志  #60:  

高知商業高等学校 中谷 憲伸   

58 高知商業高等学校 長谷 啓和 #29:   

高知高専 小笠原 律   

59 高知高専 田村 空馳  #47:  

高知商業高等学校 佐竹 輝哉   

60 高知商業高等学校 森下 尚也 #30:   

高知商業高等学校 川村 彪雅   

61 高知商業高等学校 横山 貴哉  #56:  

高知高等学校 佐々木 悠成   

62 高知高等学校 島内 璃久 #31:   

    

63  Bye 2 友成 航大 [2] #48:  

高知高等学校 友成 航大 [2] 西原 大海  

64 高知高等学校 西原 大海 #32:  

   

 順位 3-4   

   

  #63:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

中学生男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

土佐塾中高等学校 吉村 俊亮 [1] 

1 土佐塾中高等学校 飛鳥井 雅平 吉村 俊亮 [1] 

  飛鳥井 雅平 

2  Bye 1 #1:   

土佐中学校 小松 幌貴   

3 土佐中学校 秦 翔天 小松 幌貴 #33:  

  秦 翔天  

4  Bye 32 #2:   

高知中学校 三浦 丈宜   

5 高知中学校 立仙 椋介  #49:  

高知学芸中学校 田岡 拓真   

6 高知学芸中学校 笹岡 賢一朗 #3:   

    

7  Bye 15 山井 聡次朗 [9] #34:  

土佐中学校 山井 聡次朗 [9] 栁原 優  

8 土佐中学校 栁原 優 #4:   

土佐塾中高等学校 小笠原 蓮祐 [9]   

9 土佐塾中高等学校 岡本 凌空 小笠原 蓮祐 [9] #57:  

  岡本 凌空  

10  Bye 9 #5:   

高知県立高知南中学校 中島 海里   

11 高知県立高知南中学校 光場 健太朗  #35:  

高知学芸中学校 原 碧生   

12 高知学芸中学校 森 奏太朗 #6:   

高知学芸中学校 山﨑 恭太   

13 高知学芸中学校 川内 一瑳  #50:  

土佐中学校 井上 結斗   

14 土佐中学校 津野 謙蔵 #7:   

    

15  Bye 7 塩田 泰万 [5] #36:  

土佐中学校 塩田 泰万 [5] 森本 健太  

16 土佐中学校 森本 健太 #8:   

土佐中学校 川澤 颯太 [3]   

17 土佐中学校 髙木 康太郎 川澤 颯太 [3] #61:  

  髙木 康太郎  

18  Bye 3 #9:   

土佐中学校 大石 昴   

19 土佐中学校 浦田 吉彦  #37:  

高知学芸中学校 吉本 桜太郎   

20 高知学芸中学校 大家 緋偉呂 #10:   

土佐中学校 山﨑 勇樟   

21 土佐中学校 細田 恵司  #51:  

高知学芸中学校 中川 絢斗   

22 高知学芸中学校 小松 弥冬 #11:   

    

23  Bye 13 島井 直生 [9] #38:  

土佐中学校 島井 直生 [9] 田岡 聖唯  

24 土佐中学校 田岡 聖唯 #12:   

佐川ジュニアTC 渡部 朔 [9]   

25 佐川ジュニアTC 谷岡 来夢 渡部 朔 [9] #58:  

  谷岡 来夢  

26  Bye 11 #13:   

土佐中学校 吉村 春希   

27 土佐中学校 岸之上 浩太郎  #39:  

高知学芸中学校 山﨑 遥陽   

28 高知学芸中学校 細川 拓海 #14:   

土佐中学校 上村 紘生   

29 土佐中学校 髙木 信之介  #52:  

高知学芸中学校 三宮 康介   

30 高知学芸中学校 貝崎 智哉 #15:   

    

31  Bye 5 岡﨑 正太郎 [5] #40:  

土佐中学校 岡﨑 正太郎 [5] 川村 悠人  

32 土佐中学校 川村 悠人 #16:   



土佐塾中高等学校 下元 瑠晟 [5]   

33 土佐塾中高等学校 田中 采禮 下元 瑠晟 [5] #64:  

  田中 采禮  

34  Bye 6 #17:   

高知中学校 羽方 悠人   

35 高知中学校 黒木 蓮太  #41:  

高知学芸中学校 西内 大翔   

36 高知学芸中学校 長山 高大 #18:   

土佐中学校 宮地 康太   

37 土佐中学校 川田 凌雅  #53:  

土佐塾中高等学校 松本 和也   

38 土佐塾中高等学校 西村 将士 #19:   

    

39  Bye 12 川村 仁之介 [9] #42:  

高知学芸中学校 川村 仁之介 [9] 平野 誉  

40 高知学芸中学校 平野 誉 #20:   

高知中学校 宮本 大地 [9]   

41 高知中学校 森岡 凌央 宮本 大地 [9] #59:  

  森岡 凌央  

42  Bye 14 #21:   

高知学芸中学校 別府 委晋   

43 高知学芸中学校 曽我部 侑生  #43:  

土佐中学校 北村 真暉   

44 土佐中学校 長谷部 慶希 #22:   

    

45  Bye 30 今久保 日奈太 #54:  

土佐中学校 今久保 日奈太 今久保 篤志  

46 土佐中学校 今久保 篤志 #23:   

    

47  Bye 4 山岡 日翔 [3] #44:  

土佐塾中高等学校 山岡 日翔 [3] 橋本 迪澄  

48 土佐塾中高等学校 橋本 迪澄 #24:   

高知学芸中学校 本吉 倖汰 [5]   

49 高知学芸中学校 石川 雄聖 本吉 倖汰 [5] #62:  

  石川 雄聖  

50  Bye 8 #25:   

高知学芸中学校 中西 鴻介   

51 高知学芸中学校 井上 佐鳴  #45:  

土佐中学校 山﨑 悠一郎   

52 土佐中学校 濵田 純平 #26:   

高知学芸中学校 梅原 安志   

53 高知学芸中学校 野並 久寛  #55:  

土佐中学校 市吉 冬夢   

54 土佐中学校 市浦 煌生 #27:   

    

55  Bye 10 田中 歩夢 [9] #46:  

高知県立高知南中学校 田中 歩夢 [9] 田原 光  

56 高知県立高知南中学校 田原 光 #28:   

高知県立高知南中学校 山崎 颯馬 [9]   

57 高知県立高知南中学校 矢野 悠晟 山崎 颯馬 [9] #60:  

  矢野 悠晟  

58  Bye 16 #29:   

高知学芸中学校 上島 悠生   

59 高知学芸中学校 森光 泰誠  #47:  

高知中学校 尾﨑 統吾   

60 高知中学校 西田 翔 #30:   

高知中学校 伊藤 拓海   

61 高知中学校 近藤 翔弥音  #56:  

高知学芸中学校 中村 太翼   

62 高知学芸中学校 西村 友佑 #31:   

    

63  Bye 2 三宮 将介 [2] #48:  

土佐中学校 三宮 将介 [2] 馬場 裕己  

64 土佐中学校 馬場 裕己 #32:  

   

 順位 3-4   

   

  #63:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

小学生男子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Semifinals Final 勝者

SKOP 三舩　 慎文 [1] 

1 SKOP 三舩　 温文 三舩　 慎文 [1] 

  三舩　 温文 

2  Bye 1 #1:   

MRS 有澤 志道   

3 MRS 田嶋 優作  #4:  

TEAM　LAT 中村 優斗   

4 TEAM　LAT 谷口 帆汰 #2:  

   

 順位 3-4 Bye  

   

  #3:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

高校生女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

高知高等学校 平野 礼菜 [1] 

1 高知高等学校 恩地 葉音 平野 礼菜 [1] 

  恩地 葉音 

2  Bye 1 #1:   

高知追手前高校 住矢 亜未   

3 高知追手前高校 佐々木 恵  #17:  

高知国際高校 井上 愛唯   

4 高知国際高校 井本 吏音 #2:   

土佐塾中高等学校 岸田 茜   

5 土佐塾中高等学校 飯田 朱音  #25:  

須崎総合高校 岩田 七海   

6 須崎総合高校 河村 彩音 #3:   

    

7  Bye 7 岩崎 紗智 [5] #18:  

土佐高等学校 岩崎 紗智 [5] 平野 礼菜  

8 土佐高等学校 平野 礼菜 #4:   

土佐高等学校 山中 星空来 [3]   

9 土佐高等学校 池内 奈々 山中 星空来 [3] #29:  

  池内 奈々  

10  Bye 3 #5:   

高知学芸高等学校 乾 光里   

11 高知学芸高等学校 岡林 真央  #19:  

土佐高等学校 中島 彩葉   

12 土佐高等学校 押栗 心美 #6:   

高知商業高等学校 森 里音   

13 高知商業高等学校 馬詰 実里  #26:  

岡豊高等学校 小林 琴音   

14 岡豊高等学校 手島 玲音 #7:   

    

15  Bye 5 前田 愛奈 [5] #20:  

高知高等学校 前田 愛奈 [5] 土居 夢空  

16 高知高等学校 土居 夢空 #8:   

高知高等学校 泉 芽愛 [5]   

17 高知高等学校 濱川 桃子 泉 芽愛 [5] #32:  

  濱川 桃子  

18  Bye 6 #9:   

高知追手前高校 島崎 心花   

19 高知追手前高校 松浦 百花  #21:  

岡豊高等学校 松下 由奈   

20 岡豊高等学校 溝渕 叶和 #10:   

須崎総合高校 岡﨑 月碧   

21 須崎総合高校 河村 優莉  #27:  

土佐女子高等学校 山本 咲桜   

22 高知追手前高校 岡本 笑実 #11:   

    

23  Bye 4 入田 葵 [3] #22:  

高知高等学校 入田 葵 [3] 渡辺 悠月  

24 高知高等学校 渡辺 悠月 #12:   

土佐塾中高等学校 山本 紗那 [5]   

25 土佐塾中高等学校 本𠮷 梨紗 山本 紗那 [5] #30:  

  本𠮷 梨紗  

26  Bye 8 #13:   

土佐塾中高等学校 中村 柚月   

27 土佐塾中高等学校 武内 あやめ  #23:  

高知商業高等学校 前川 琳音   

28 高知国際高校 林 柚伽 #14:   

    

29  Bye 15 川上 琉菜 #28:  

高知中央 川上 琉菜 西村 美咲  

30 高知中央 西村 美咲 #15:   

    

31  Bye 2 山中 麟 [2] #24:  

高知中央 山中 麟 [2] 平井 七海  

32 高知中央 平井 七海 #16:  

   

 順位 3-4   

   

  #31:  

  

 



青山整形外科杯 第59回 夏季ジュニアテニストーナメント

中学生女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

土佐中学校 松岡 芽生 [1] 

1 土佐中学校 田口 玲渚 松岡 芽生 [1] 

  田口 玲渚 

2  Bye 1 #1:   

土佐中学校 山本 律香   

3 土佐中学校 髙井 心暖 山本 律香 #33:  

  髙井 心暖  

4  Bye 32 #2:   

    

5  Bye 17 上杉 心結 #49:  

土佐中学校 上杉 心結 柴田 芽依  

6 土佐中学校 柴田 芽依 #3:   

    

7  Bye 15 井本 瑠衣 [9] #34:  

土佐女子中学校 井本 瑠衣 [9] 舩谷 水月  

8 土佐女子中学校 舩谷 水月 #4:   

FSS 佐藤 凉 [9]   

9 FSS 弘田 沙来 佐藤 凉 [9] #57:  

  弘田 沙来  

10  Bye 9 #5:   

高知中学校 岡林 莉央   

11 高知中学校 川江 真央  #35:  

高知学芸中学校 竹内 舞那   

12 高知学芸中学校 飯富 桃乃 #6:   

    

13  Bye 25 濵田 凛 #50:  

高知学芸中学校 濵田 凛 青井 杏紗  

14 高知学芸中学校 青井 杏紗 #7:   

    

15  Bye 7 久保 凛甫子 [5] #36:  

高知学芸中学校 久保 凛甫子 [5] 森岡 小春  

16 高知学芸中学校 森岡 小春 #8:   

FSS 新谷 心彩 [3]   

17 FSS 畝﨑 一桜 新谷 心彩 [3] #61:  

  畝﨑 一桜  

18  Bye 3 #9:   

高知学芸中学校 小川 舞桜   

19 高知学芸中学校 見元 真子 小川 舞桜 #37:  

  見元 真子  

20  Bye 29 #10:   

高知中学校 中平 乃佳藍   

21 高知中学校 中平 月葉藍  #51:  

高知学芸中学校 岡﨑 遥紀   

22 高知学芸中学校 濵田 華凛 #11:   

    

23  Bye 13 山口 奏音 [9] #38:  

高知県立高知南中学校 山口 奏音 [9] 濵崎 希  

24 高知中学校 濵崎 希 #12:   

土佐中学校 大坪 おたる [9]   

25 土佐中学校 平野 里奈 大坪 おたる [9] #58:  

  平野 里奈  

26  Bye 11 #13:   

土佐塾中高等学校 上村 珠々   

27 土佐塾中高等学校 高尾 日麻玲 上村 珠々 #39:  

  高尾 日麻玲  

28  Bye 21 #14:   

    

29  Bye 28 井上 葵生 #52:  

土佐中学校 井上 葵生 森本 紗世  

30 土佐中学校 森本 紗世 #15:   

    

31  Bye 5 北川 優香 [5] #40:  

土佐中学校 北川 優香 [5] 川添 真歩  

32 土佐中学校 川添 真歩 #16:   



土佐女子中学校 久川 茜 [5]   

33 土佐女子中学校 平岡 怜奈 久川 茜 [5] #64:  

  平岡 怜奈  

34  Bye 6 #17:   

佐川ジュニアTC 今橋 優奈   

35 佐川ジュニアTC 片岡 乙葉 今橋 優奈 #41:  

  片岡 乙葉  

36  Bye 27 #18:   

    

37  Bye 22 久保田 真未 #53:  

明徳義塾中学校 久保田 真未 橋本 愛美  

38 明徳義塾中学校 橋本 愛美 #19:   

    

39  Bye 12 小林 千乃 [9] #42:  

土佐女子中学校 小林 千乃 [9] 山本 心音  

40 土佐女子中学校 山本 心音 #20:   

高知学芸中学校 嶋﨑 ひな [9]   

41 高知学芸中学校 松澤 彩華 嶋﨑 ひな [9] #59:  

  松澤 彩華  

42  Bye 14 #21:   

土佐中学校 中本 千尋   

43 土佐中学校 岡﨑 祐美 中本 千尋 #43:  

  岡﨑 祐美  

44  Bye 19 #22:   

    

45  Bye 30 本山 茉歩 #54:  

土佐中学校 本山 茉歩 永野 未琉  

46 土佐中学校 永野 未琉 #23:   

    

47  Bye 4 伊勢脇 莉果 [3] #44:  

土佐中学校 伊勢脇 莉果 [3] 髙橋 あゆか  

48 土佐中学校 髙橋 あゆか #24:   

佐川ジュニアTC 山中 彩佳 [5]   

49 伊野中学校 金子 瑠来 山中 彩佳 [5] #62:  

  金子 瑠来  

50  Bye 8 #25:   

高知学芸中学校 濱田 実来   

51 高知学芸中学校 田中 葵 濱田 実来 #45:  

  田中 葵  

52  Bye 26 #26:   

    

53  Bye 23 下村 佳穂 #55:  

土佐中学校 下村 佳穂 平井 綾  

54 土佐中学校 平井 綾 #27:   

    

55  Bye 10 島内 舞衣子 [9] #46:  

土佐中学校 島内 舞衣子 [9] 笠井 結愛  

56 土佐中学校 笠井 結愛 #28:   

土佐塾中高等学校 中山 萌花 [9]   

57 土佐塾中高等学校 利根 妃奈乃 中山 萌花 [9] #60:  

  利根 妃奈乃  

58  Bye 16 #29:   

土佐中学校 南部 光希   

59 土佐中学校 濵田 一伽 南部 光希 #47:  

  濵田 一伽  

60  Bye 18 #30:   

高知中学校 岸本 紗和   

61 高知中学校 横山 ひな  #56:  

高知学芸中学校 青木 瞳実   

62 高知学芸中学校 高橋 そよ #31:   

    

63  Bye 2 中城 玲 [2] #48:  

土佐塾中高等学校 中城 玲 [2] 濱口 絢菜  

64 土佐塾中高等学校 濱口 絢菜 #32:  

   

 順位 3-4   

   

  #63:  

  

 



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：00～8：15 南　男子 佐川Jr　男子

8：15～8：30 明徳　男女 タカミ　男子 土佐塾　女子 FSS　女子 佐川Jr　女子 伊野中　女子 土佐女子　女子

8：30～8：45

小学生　女子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

1R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R

小学生　女子　S 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

SF １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R １R

小学生　女子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

SF QF QF QF QF 2R 2R 2R 2R １R １R １R １R １R １R １R

小学生　女子　S 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

F ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R １R １R １R １R １R １R １R

小学生　女子　S 小学生　男子　S 小学生　男子　S 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

3決 SF SF ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

小学生　男子　S 小学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

3決 F ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R ２R

小学生　男子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

SF QF QF QF QF 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

小学生　男子　D 中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

F SF SF 3R 3R 3R 3R 3R

中学生　女子　D 中学生　女子　D 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

3決 F 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

小学生　女子

10

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

11

5

6

7

8

9

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（春野）　8月17日(水)

1

2

3

4

小学生　男女　決勝まで 中学生　男子S　ベスト16まで 中学生　女子D　決勝まで

学芸　男子 土佐　男子 高知　男子 土佐塾　男子

学芸　女子 高知　女子 土佐　女子

小学生　男子



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：15～8：30 南　男子 佐川Jr　男子

8：30～8：45 FSS　女子 土佐塾　女子 南　女子 土佐女子　女子 土佐女子　女子 明徳・佐川Jｒ 中村TC・伊野中

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D 中学生　男子　D

3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R QF QF QF QF

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D

3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R SF SF

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　D 中学生　男子　D

4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R F 3決

中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S

QF QF QF QF

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

学芸　女子 土佐　女子

8

9

10

2

3

4

5

6

7

高知　女子

1

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（春野）　8月18日(木)

中学生　男子　D　決勝まで 中学生　女子　S　ベスト4まで

学芸　男子 土佐　男子 高知　男子 土佐塾　男子



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：15～8：30 須崎 高専 高知商

8：30～8：45 追手前 明徳 中央 檮原

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

1R 1R 1R 1R 1R 1R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

2R 2R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S

3R 3R 3R 3R 3R 3R 4R 4R 4R 4R 4R 4R

高校生　男子　S 高校生　男子　S

4R 4R

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

8

1

2

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（西南大規模公園）　8月17日(水)

高校生　男子　S　ベスト16まで

高知学芸 土佐塾

高知国際 土佐

3

4

5

6

7

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

9

10



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：15～8：30 須崎総合 高専 高知商

8：30～8：45 追手前 明徳 中央 檮原

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

5R 5R 5R 5R 5R 5R 5R 5R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

QF QF QF QF 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 3R

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　男子　D

QF QF QF QF

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

5

6

7

8

高知国際 土佐

1

2

3

4

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（西南大規模公園）　8月18日(木)

高校生　男子　S　ベスト4まで 高校生　男子　D　ベスト4まで

学芸 高知 土佐塾



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：15～8：30 岡豊 学芸 高知商 高知国際 須崎総合 中央 追手前 土佐塾

8：30～8：45 土佐女子 土佐

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S

SF SF 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　男子　D 高校生　男子　D 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S

3決 F 1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R 2R 2R 2R

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S

2R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R 3R

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S

QF QF QF QF

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

男子　D 高知

5

6

7

1

2

3

4

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（西南大規模公園）　8月19日(金)

高校生　男子　D　決勝まで 高校生　女子　S　ベスト4まで



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：20～8：35 土佐女子 土佐 岡豊 学芸 高知商 高知国際 須崎総合 中央 追手前 土佐塾

高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D

1R 1R 1R 1R 1R 1R 1R

高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D

2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R

高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D 高校生　女子　D

QF QF QF QF

高校生　女子　D 高校生　女子　D

SF SF

高校生　女子　D 高校生　女子　D

3決 F

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

7

1

2

3

4

5

6

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（西南大規模公園）　8月20日(土)

高校生　女子D　決勝まで

高知



予定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8：20～8：40

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

SF SF 5R 5R 5R 5R 5R

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

5R 5R 5R

高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　女子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 高校生　男子　S 中学生　女子　S 中学生　女子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S 中学生　男子　S

3決 F QF QF QF QF

中学生　男子　S 中学生　男子　S

SF SF

中学生　男子　S 中学生　男子　S

3決 F

※天候や進行状況、コロナウィルス感染症などの影響で変更する場合があります。

※試合の進行状況によって早く全試合が終了した場合は、コートを解放することがあります。

ラウンドロビン　1

ラウンドロビン　2

ラウンドロビン　3

高校生　女子 高校生　男子 中学生　女子 中学生　男子

※コート番号・試合順は進行状況によって変更する場合があります。

4

5

6

7

1

2

3

青山整形外科杯　第59回 夏季ジュニアテニストーナメント　OP（春野）　8月21日(日)

高校生　男女　S　残りすべて 中学生　男女　S　決勝まで


