
[ジュニア_全中] 2023 全国中学生高知県予選

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 土佐塾中学校 山下 真歩路 [1]  

  山下 真歩路 [1] 

2  Bye 1   

   山下 真歩路 [1] 

3 土佐中学校 岸之上 浩太郎  6-0  

  岸之上 浩太郎  

4  Bye 64   

   山下 真歩路 [1] 

5  Bye 33  6-0  

  立仙 椋介  

6 高知中学校 立仙 椋介   

   西村 友佑 

7  Bye 31  6-4  

  西村 友佑  

8 高知学芸中学校 西村 友佑   

   山下 真歩路 [1] 

9 高知学芸中学校 田岡 拓真 [17]  6-0  

  田岡 拓真 [17]  

10  Bye 17   

   田岡 拓真 [17] 

11 土佐中学校 濱田 純平  6-0  

  濱田 純平  

12  Bye 48   

   田岡 拓真 [17] 

13  Bye 49  6-2  

  三舩 温文  

14 土佐塾中学校 三舩 温文   

   三舩 温文 

15  Bye 15  6-2  

  細田 恵司 [9]  

16 土佐中学校 細田 恵司 [9]   

   山下 真歩路 [1] 

17 佐川中学校 渡部 朔 [9]  6-0  

  渡部 朔 [9]  

18  Bye 9   

   渡部 朔 [9] 

19 高知中学校 宮本 大地  6-0  

  宮本 大地  

20  Bye 56   

   渡部 朔 [9] 

21  Bye 41  6-3  

  松本 和也  

22 土佐塾中学校 松本 和也   

   宮地 康太 

23  Bye 23  6-2  

  宮地 康太  

24 土佐中学校 宮地 康太   

   渡部 朔 [9] 

25 高知学芸中学校 井上 佐鳴  6-1  

  井上 佐鳴  

26  Bye 25   

   志手 宏旬 

27 土佐塾中学校 志手 宏旬  6-0  

  志手 宏旬  

28  Bye 40   

   栁原 優 [5] 

29  Bye 57  6-0  

  伊藤 拓海  

30 高知中学校 伊藤 拓海   

   栁原 優 [5] 

31  Bye 7  6-0  

  栁原 優 [5]  

32 土佐中学校 栁原 優 [5]   



   山下 真歩路 [1] 

33 土佐中学校 馬場 裕己 [3]  6-0  

  馬場 裕己 [3]  

34  Bye 3   

   馬場 裕己 [3] 

35 高知中学校 近藤 翔弥音  6-0  

  近藤 翔弥音  

36  Bye 61   

   馬場 裕己 [3] 

37  Bye 36  6-0  

  岡本 宗多朗  

38 土佐塾中学校 岡本 宗多朗   

   岡本 宗多朗 

39  Bye 29  6-1  

  西内 大翔  

40 高知学芸中学校 西内 大翔   

   馬場 裕己 [3] 

41 高知中学校 森岡 凌央 [17]  6-2  

  森岡 凌央 [17]  

42  Bye 19   

   今久保 日奈太 

43 土佐中学校 今久保 日奈太  6-3  

  今久保 日奈太  

44 高知学芸中学校 大家 緋偉呂 6-4   

   今久保 日奈太 

45  Bye 52  6-0  

  山﨑 悠一郎  

46 土佐中学校 山﨑 悠一郎   

   田中 采禮 [9] 

47  Bye 13  w.o. 

  田中 采禮 [9]  

48 土佐塾中学校 田中 采禮 [9]   

   森岡 遼丞 [5] 

49 土佐中学校 髙木 信之介 [9]  7-5  

  髙木 信之介 [9]  

50  Bye 11   

   髙木 信之介 [9] 

51 高知中学校 峰 陽都  6-0  

  峰 陽都  

52  Bye 53   

   髙木 信之介 [9] 

53  Bye 44  6-0  

  吉村 伊織  

54 高知学芸中学校 吉村 伊織   

   西村 瀬冬 

55  Bye 21  6-2  

  西村 瀬冬  

56 佐川中学校 西村 瀬冬   

   森岡 遼丞 [5] 

57 高知学芸中学校 中川 絢斗  6-0  

  中川 絢斗  

58  Bye 27   

   中川 絢斗 

59 土佐中学校 山﨑 勇樟  6-3  

  山﨑 勇樟  

60  Bye 37   

   森岡 遼丞 [5] 

61  Bye 60  6-0  

  長谷部 慶希  

62 土佐中学校 長谷部 慶希   

   森岡 遼丞 [5] 

63  Bye 5  6-0  

  森岡 遼丞 [5]  

64 土佐塾中学校 森岡 遼丞 [5]   



   山下 真歩路 [1] 

65 土佐塾中学校 長尾 朋哉 [5]  6-2  

  長尾 朋哉 [5]  

66  Bye 6   

   長尾 朋哉 [5] 

67 土佐中学校 吉村 春希  7-6(4)  

  吉村 春希  

68  Bye 59   

   長尾 朋哉 [5] 

69  Bye 38  6-2  

  井上 結斗  

70 土佐中学校 井上 結斗   

   中西 鴻介 

71  Bye 28  6-1  

  中西 鴻介  

72 高知学芸中学校 中西 鴻介   

   長尾 朋哉 [5] 

73 土佐中学校 北村 真暉  6-1  

  北村 真暉  

74  Bye 22   

   黒木 蓮太 

75 高知中学校 黒木 蓮太  6-4  

  黒木 蓮太  

76  Bye 43   

   黒木 蓮太 

77  Bye 54  6-3  

  貝崎 智哉  

78 高知学芸中学校 貝崎 智哉   

   貝崎 智哉 

79  Bye 12  6-2  

  中脇 颯空 [9]  

80 北陵中学校 中脇 颯空 [9]   

   山井 聡次朗 [3] 

81 高知学芸中学校 三宮 康介 [9]  7-6(1)  

  三宮 康介 [9]  

82  Bye 14   

   三宮 康介 [9] 

83 土佐中学校 市浦 煌生  6-2  

  市浦 煌生  

84  Bye 51   

   三宮 康介 [9] 

85  Bye 46  6-1  

  津野 謙蔵  

86 土佐中学校 津野 謙蔵   

   津野 謙蔵 

87  Bye 20  6-2  

  山岡 日翔 [17]  

88 土佐塾中学校 山岡 日翔 [17]   

   山井 聡次朗 [3] 

89 土佐塾中学校 下元 瑠晟  6-1  

  下元 瑠晟  

90  Bye 30   

   下元 瑠晟 

91 高知学芸中学校 中村 太翼  6-0  

  中村 太翼  

92  Bye 35   

   山井 聡次朗 [3] 

93  Bye 62  6-0  

  羽方 悠人  

94 高知中学校 羽方 悠人   

   山井 聡次朗 [3] 

95  Bye 4  6-0  

  山井 聡次朗 [3]  

96 土佐中学校 山井 聡次朗 [3]   



   吉村 俊亮 [2] 

97 潮江中学校 森田 智輝 [5]  6-2  

  森田 智輝 [5]  

98  Bye 8   

   森田 智輝 [5] 

99 土佐中学校 市吉 冬夢  6-2  

  市吉 冬夢  

100  Bye 58   

   森田 智輝 [5] 

101  Bye 39  6-1  

  白石 幸大  

102 土佐塾中学校 白石 幸大   

   三浦 丈宜 

103  Bye 26  6-3  

  三浦 丈宜  

104 高知中学校 三浦 丈宜   

   森田 智輝 [5] 

105 高知学芸中学校 笹岡 賢一朗  7-6(6)  

  笹岡 賢一朗  

106  Bye 24   

   三舩 慎文 

107 土佐塾中学校 三舩 慎文  7-5  

  三舩 慎文  

108  Bye 42   

   森本 健太 [9] 

109  Bye 55  6-4  

  西田 翔  

110 高知中学校 西田 翔   

   森本 健太 [9] 

111  Bye 10  6-0  

  森本 健太 [9]  

112 土佐中学校 森本 健太 [9]   

   吉村 俊亮 [2] 

113 土佐中学校 川田 凌雅 [9]  6-1  

  川田 凌雅 [9]  

114  Bye 16   

   川田 凌雅 [9] 

115 高知中学校 尾﨑 統吾  6-0  

  尾﨑 統吾  

116  Bye 50   

   川田 凌雅 [9] 

117 土佐塾中学校 山本 伊織  6-1  

  安岡　 陽向  

118 高知学芸中学校 安岡　 陽向 6-0   

   安岡　 陽向 

119  Bye 18  7-6(6)  

  谷岡 来夢 [17]  

120 佐川中学校 谷岡 来夢 [17]   

   吉村 俊亮 [2] 

121 土佐中学校 上村 紘生  6-1  

  上村 紘生  

122  Bye 32   

   上村 紘生 

123 高知学芸中学校 山﨑 恭太  7-5  

  山﨑 恭太  

124  Bye 34   

   吉村 俊亮 [2] 

125  Bye 63  6-0  

  今久保 篤志  

126 土佐中学校 今久保 篤志   

   吉村 俊亮 [2] 

127  Bye 2  6-0  

  吉村 俊亮 [2]  

128 土佐塾中学校 吉村 俊亮 [2]  

   

 順位 3-4 森岡 遼丞 [5]  

  山井 聡次朗 [3] 

 山井 聡次朗 [3] 6-2  

  

 



中学生男子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 渡部 朔 [9]  

  馬場 裕己 [3] 

 馬場 裕己 [3] 6-2   

   馬場 裕己 [3] 

 長尾 朋哉 [5]  6-1  

  長尾 朋哉 [5]  

 森田 智輝 [5] 6-0  

   

 順位 7-8 渡部 朔 [9]  

  渡部 朔 [9] 

 森田 智輝 [5] 6-1  

   

 順位 9-16 田岡 拓真 [17]  

  田岡 拓真 [17] 

 栁原 優 [5] 7-5   

   田岡 拓真 [17] 

 今久保 日奈太  6-2  

  髙木 信之介 [9]  

 髙木 信之介 [9] 6-2   

   田岡 拓真 [17] 

 黒木 蓮太  7-5  

  三宮 康介 [9]  

 三宮 康介 [9] 6-2   

   川田 凌雅 [9] 

 森本 健太 [9]  6-1  

  川田 凌雅 [9]  

 川田 凌雅 [9] 6-2  

   

 順位 11-12 髙木 信之介 [9]  

  髙木 信之介 [9] 

 三宮 康介 [9] 6-4  

   

 順位 13-16 栁原 優 [5]  

   

 今久保 日奈太 Not Played  

    

 黒木 蓮太  Not Played 

    

 森本 健太 [9] Not Played 

   

 順位 15-16   

   

  Not Played 

  

 



[ジュニア_全中] 2023 全国中学生高知県予選

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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 伊野中学校 金子 瑠来 [1]  

  金子 瑠来 [1] 

2  Bye 1   

   金子 瑠来 [1] 

3 土佐中学校 稲田 有莉  6-0  

  中平 月葉藍  

4 高知中学校 中平 月葉藍 7-6(6)   

   金子 瑠来 [1] 

5 土佐中学校 本山 茉歩  6-0  

  濵田 華凛 [17]  

6 高知学芸中学校 濵田 華凛 [17] 6-0   

   今津 帆乃香 [9] 

7  Bye 15  6-1  

  今津 帆乃香 [9]  

8 中村西中学校 今津 帆乃香 [9]   

   金子 瑠来 [1] 

9 土佐中学校 井上 葵生 [9]  6-2  

  井上 葵生 [9]  

10  Bye 9   

   井上 葵生 [9] 

11 高知中学校 岡林 莉央  6-0  

  岡林 莉央  

12 高知学芸中学校 田中 葵 6-3   

   井上 葵生 [9] 

13 高知学芸中学校 濱田 実来  6-1  

  髙井 心暖  

14 土佐中学校 髙井 心暖 6-2   

   大畑 実桜 [5] 

15  Bye 7  6-1  

  大畑 実桜 [5]  

16 土佐塾中学校 大畑 実桜 [5]   

   金子 瑠来 [1] 

17 土佐中学校 森本 紗世 [3]  7-5  

  森本 紗世 [3]  

18  Bye 3   

   森本 紗世 [3] 

19 土佐塾中学校 高尾 日麻玲  6-0  

  高尾 日麻玲  

20 高知学芸中学校 山口 莉悠 6-0   

   森本 紗世 [3] 

21 土佐中学校 永野 未琉  6-3  

  永野 未琉  

22 高知中学校 中平 乃佳藍 6-3   

   飯富 桃乃 [9] 

23 清水中学校 山本 実穂  6-4  

  飯富 桃乃 [9]  

24 高知学芸中学校 飯富 桃乃 [9] 6-2   

   山中 彩佳 [5] 

25 清水中学校 弘田 沙来 [9]  6-1  

  弘田 沙来 [9]  

26  Bye 11   

   弘田 沙来 [9] 

27 土佐中学校 濵田 一伽  6-2  

  橋本 愛美  

28 明徳義塾中学校 橋本 愛美 6-4   

   山中 彩佳 [5] 

29 高知学芸中学校 青木 薫子  7-5  

  上村 珠々  

30 土佐塾中学校 上村 珠々 6-0   

   山中 彩佳 [5] 

31  Bye 5  6-0  

  山中 彩佳 [5]  

32 佐川中学校 山中 彩佳 [5]   



   金子 瑠来 [1] 

33 土佐中学校 川添 真歩 [5]  6-2  

  川添 真歩 [5]  

34  Bye 6   

   川添 真歩 [5] 

35 高知中学校 岸本 紗和  6-4  

  岸本 紗和  

36 高知学芸中学校 中谷 友妃寧 6-0   

   川添 真歩 [5] 

37 高知学芸中学校 青木 瞳実  7-5  

  青木 瞳実  

38 土佐中学校 南部 光希 6-0   

   中城 玲 [9] 

39  Bye 12  6-0  

  中城 玲 [9]  

40 土佐塾中学校 中城 玲 [9]   

   新谷 心彩 [3] 

41 明徳義塾中学校 久保田 真未 [9]  6-4  

  久保田 真未 [9]  

42 土佐女子中学校 山本 心音 6-3   

   柴田 芽依 

43 高知学芸中学校 岡﨑 遥紀  7-5  

  柴田 芽依  

44 土佐中学校 柴田 芽依 6-1   

   新谷 心彩 [3] 

45 土佐塾中学校 利根 妃奈乃  6-0  

  利根 妃奈乃  

46 土佐中学校 上杉 心結 6-0   

   新谷 心彩 [3] 

47  Bye 4  6-2  

  新谷 心彩 [3]  

48 清水中学校 新谷 心彩 [3]   

   大坪 おたる [5] 

49 土佐中学校 大坪 おたる [5]  7-5  

  大坪 おたる [5]  

50  Bye 8   

   大坪 おたる [5] 

51 高知中学校 川江 真央  6-2  

  青井 杏紗  

52 高知学芸中学校 青井 杏紗 6-3   

   大坪 おたる [5] 

53 土佐中学校 田村 真尋  6-3  

  中山 萌花  

54 土佐塾中学校 中山 萌花 6-2   

   畝崎 一桜 [9] 

55  Bye 10  6-3  

  畝崎 一桜 [9]  

56 清水中学校 畝崎 一桜 [9]   

   大坪 おたる [5] 

57 土佐中学校 平野 里奈 [9]  6-3  

  平野 里奈 [9]  

58 高知中学校 横山 ひな 6-4   

   佐藤 凉 

59 高知学芸中学校 高橋 そよ  6-2  

  佐藤 凉  

60 清水中学校 佐藤 凉 6-0   

   佐藤 凉 

61 高知学芸中学校 市川 由菜  6-0  

  山本 律香  

62 土佐中学校 山本 律香 6-3   

   濱口 絢菜 [2] 

63  Bye 2  6-1  

  濱口 絢菜 [2]  

64 土佐塾中学校 濱口 絢菜 [2]  

   

 順位 3-4 山中 彩佳 [5]  

  新谷 心彩 [3] 

 新谷 心彩 [3] 6-0  

  

 



中学生女子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

 順位 5-8 井上 葵生 [9]  

  井上 葵生 [9] 

 森本 紗世 [3] 6-0   

   佐藤 凉 

 川添 真歩 [5]  6-4  

  佐藤 凉  

 佐藤 凉 6-2  

   

 順位 7-8 森本 紗世 [3]  

  川添 真歩 [5] 

 川添 真歩 [5] 6-3  

   

 順位 9-16 今津 帆乃香 [9]  

  大畑 実桜 [5] 

 大畑 実桜 [5] 6-3   

   大畑 実桜 [5] 

 飯富 桃乃 [9]  6-4  

  弘田 沙来 [9]  

 弘田 沙来 [9] 6-0   

   濱口 絢菜 [2] 

 中城 玲 [9]  6-2  

  中城 玲 [9]  

 柴田 芽依 6-1   

   濱口 絢菜 [2] 

 畝崎 一桜 [9]  6-4  

  濱口 絢菜 [2]  

 濱口 絢菜 [2] 6-4  

   

 順位 11-12 弘田 沙来 [9]  

  中城 玲 [9] 

 中城 玲 [9] 6-2  

   

 順位 13-16 今津 帆乃香 [9]  

   

 飯富 桃乃 [9] Not Played  

    

 柴田 芽依  Not Played 

    

 畝崎 一桜 [9] Not Played 

   

 順位 15-16   

   

  Not Played 

  

 


