
1 ：平成２５年９⽉７⽇（⼟）〜８⽇(⽇)  

2 ：三次市みよし運動公園（砂⼊り⼈⼯芝６⾯)

3 ：

4 ：

5 ：テニスウェア

6 ：各⾃で⽤意してください

7 ：９⽉７⽇(⼟)

12:00〜12:30 W-UP（選⼿） (屋外3コート，室内3コート)
監督会議（指導者） 対抗戦の⽅法などを決定します

12:30〜18:00 対抗戦 (屋外3コート，室内3コート)
(*14-16時は屋外3コート，室内2コート)

19:30〜 ⼣⾷ ホテル滞在組のみ
21:00〜 情報交換会議 各県指導者のみ

９⽉８⽇(⽇)

6:30〜
7:00〜 朝⾷ ホテル滞在組のみ
9:00〜17:00  対抗戦 (屋外3コート，室内3コート)

8 ：

9 ：

10 ：

11 ：広島県テニス協会事務局 江平

℡ ０８２－２０９－５２００ e-mail office@hta-tennis.jp

12 ：広島県テニス協会 強化委員会委員⻑

武⽥ 守弘 ℡ ０９０－８２４５－２６０２

連 絡 先

担 当 者

１泊5500円，朝⾷800円，⼣⾷1500円〜

希望がありましたら広島県が⼿配します
宿泊費は各県テニス協会負担でお願いいたします

費⽤負担 コート代、ボール代は広島県が負担します

申込⽅法
各県の代表者の⽅は，参加選⼿の⽒名・所属，参加指導者の⽒名・役職，
宿泊希望者数を事務局までお知らせください（8⽉10⽇締め切り）

服 装

昼 ⾷

⽇ 程

モーニングエクササイズ   ホテル滞在組のみ

宿 泊 三次グランドホテル 〒728-0014 三次市⼗⽇市南1-10-1（0824）63-3111

試合⽅法
対抗戦 本国体と同じ形式を想定
 (シングルス及びダブルスの試合・・８ゲームセミアド予定)

2013広島県テニス協会主催 国体強化対抗戦

開催⽇時

会 場

参 加 者 各県 国体少年男⼦⼥⼦選⼿および候補選⼿，⼀般選⼿および⼤学⽣選⼿



参加者リスト
広島県選⼿（⼥⼦）
⼩池 颯紀 美鈴が丘⾼校，NBテニスガーデン 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
中島 乃愛 美鈴が丘⾼校，やすいそ庭球部 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

広島県⼀般選⼿（⼥⼦(男⼦含む)）
⻄久保 絵⾥ やすいそ庭球部
⻲井 美⾹ やすいそ庭球部
三⿎ 優介 AICJ⾼校 
安部 優樹 福⼭平成⼤学 9/8

⿃取県選⼿（⼥⼦）
Aチーム
⼭根 愛 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
岡⽥ 彩 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
Bチーム
杉野 碧 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
森本 千恵 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

広島県選⼿（男⼦）
⽥鍋 佑輔 修道⾼校，やすいそ庭球部 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
乾 祐⼀郎 瀬⼾内⾼校，NBテニスガーデン 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

広島県⼤学⽣選⼿（男⼦）
中島 ⼀起 広島⼤学 9/7
上⾥ 真 広島⼤学 9/7
坪⽥ 直⼰ 福⼭平成⼤学 9/8
廣川 宏太 福⼭平成⼤学 9/8

熊本県選⼿（男⼦）
佐伯 俊 RKKルーデンス 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
本⽥ 健⼈ 熊本310 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

⿃取県選⼿（男⼦）
平⽊ 優成 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
植松 ⻁太郎 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

広島県コーチ
井上 靖 少年男⼦監督 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
武⽥ 守弘 成年少年⼥⼦監督 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

熊本県コーチ
佐藤 友保 少年男⼦監督 9/7宿泊⼣⾷朝⾷

⿃取県コーチ
⾼⽊ 利郎 成年男⼦⼥⼦監督 9/7宿泊朝⾷(⼣⾷なし)
楠瀬 正勝 少年男⼦⼥⼦監督 9/7宿泊⼣⾷朝⾷
新 ⼀樹 コーチ 9/7宿泊⼣⾷朝⾷



試合結果(最終)

団体戦 男⼦ 広島 ⿃取 熊本 広島⼤学⽣ 勝敗 順位 ⼥⼦ 広島 ⿃取A ⿃取B 広島県⼀般 勝敗 順位

広島 × 3-0 3-0 3-0 3-0 1 広島 × 3-0 3-0 3-0 3-0 1
⿃取 0-3 × 1-2 2-1 1-2 3 ⿃取A 0-3 × 2-1 2-1 2-1 2
熊本 0-3 2-1 × 1-1 1-1-1 2 ⿃取B 0-3 1-2 × 0-3 0-3 4

広島県⼤学⽣ 0-3 1-2 1-1 × 0-2-1 4 広島県⼀般 0-3 1-2 3-0 × 1-2 3

個⼈戦 シングルス

⽥鍋 乾 平⽊ 植松 佐伯 本⽥ 上⾥ 中島 坪⽥ 廣川 ⼩池 中島 ⼭根 岡⽥ 杉野 森本 三⿎ ⻄久保 安部 勝ち 負け

⽥鍋 佑輔 広島１ × 8-6 8-3 8-0 6-4 8-4 5 0
乾 祐⼀郎 広島２ 6-8 × 6-2 8-1 8-5 8-1 4 1
平⽊ 優成 ⿃取１ 3-8 2-6 × 6-8 4-6 8-3 6-1 6-1 4-0 4 4
植松 ⻁太郎 ⿃取２ 1-8 × 1-6 2-8 1-6 5-8 2-6 6-2 5-5 2-6 1 7
佐伯 俊 熊本１ 0-8 8-6 6-1 × 7-9 3-6 3-6 5-7 2 5
本⽥ 健⼈ 熊本２ 4-6 5-8 6-4 8-2 × 9-7 3-6 6-2 4 3
上⾥ 真 広島⼤学⽣１ 4-8 9-7 × 1 1
中島 ⼀起 広島⼤学⽣２ 1-8 7-9 × 0 2
坪⽥ 直⼰ 広島⼤学⽣３ 3-8 6-1 6-3 × 6-0 3 1
廣川 宏太 広島⼤学⽣４ 1-6 8-5 6-3 6-3 × 3 1
⼩池 颯紀 広島１ 6-2 2-6 × 8-4 8-1 8-6 4 1
中島 乃愛 広島２ × 8-5 8-0 8-2 6(6)-7 3 1
⼭根 愛 ⿃取A１ 1-6 7-5 4-8 × 8-0 4-8 2 3
岡⽥ 彩 ⿃取A２ 5-8 × 3-8 8-3 4-8 1 3
杉野 碧 ⿃取B１ 0-6 1-8 0-8 ×

2-8
3-6

6-4 1 5
森本 千恵 ⿃取B２ 0-4 2-6 0-8 8-3 × 1-6 5-7 5-8 1 6
三⿎ 優介 広島⼀般1(⾼) 5-5 6-8 8-4

8-2
6-3

6-1 × 9-7 5 1
⻄久保 絵⾥ 広島⼀般2 2-8 3-8 4-6 7-5 × 1 3
安部 優樹 広島⼀般３(⼤) 6-2 7-6(6) 8-4 8-5 7-9 × 4 1

同⼀県内 団体戦で対戦 個⼈戦で対戦

ダブルス ⽥鍋 佑輔 広島１ 平⽊ 優成 ⿃取１ ⼩池 颯紀 広島１ 杉野 碧 ⿃取B１ ⼩池 颯紀 広島１ 本⽥ 健⼈ 熊本２

乾 祐⼀郎 広島２ 植松 ⻁太郎 ⿃取２ 中島 乃愛 広島２ 森本 千恵 ⿃取B２ 中島 乃愛 広島２ 三⿎ 優介 広島⼀般(⾼)

⽥鍋 佑輔 広島１ 上⾥ 真 広島⼤学⽣１ ⼭根 愛 ⿃取A１ ⻄久保 絵⾥ 広島⼀般 ⽥鍋 佑輔 広島１ 坪⽥ 直⼰ 広島⼤学⽣３

乾 祐⼀郎 広島２ 中島 ⼀起 広島⼤学⽣２ 岡⽥ 彩 ⿃取A２ ⻲井 美⾹ 広島⼀般 乾 祐⼀郎 広島２ 廣川 宏太 広島⼤学⽣４

佐伯 俊 熊本１ 平⽊ 優成 ⿃取１ ⼩池 颯紀 広島１ ⻄久保 絵⾥ 広島⼀般 ⻄久保 絵⾥ 広島⼀般 岡⽥ 彩 ⿃取A２

本⽥ 健⼈ 熊本２ 植松 ⻁太郎 ⿃取２ 中島 乃愛 広島２ ⻲井 美⾹ 広島⼀般 ⻲井 美⾹ 広島⼀般 森本 千恵 ⿃取B２

⽥鍋 佑輔 広島１ 佐伯 俊 熊本１ ⼭根 愛 ⿃取A１ 杉野 碧 ⿃取B１ 本⽥ 健⼈ 熊本２ 岡⽥ 彩 ⿃取A２

乾 祐⼀郎 広島２ 本⽥ 健⼈ 熊本２ 岡⽥ 彩 ⿃取A２ 森本 千恵 ⿃取B２ ⼭根 愛 ⿃取A１ 杉野 碧 ⿃取B１

坪⽥ 直⼰ 広島⼤学⽣３ 平⽊ 優成 ⿃取１ ⼩池 颯紀 広島１ ⼭根 愛 ⿃取A１ ⻲井 美⾹ 広島⼀般 ⼭根 愛 ⿃取A１

廣川 宏太 広島⼤学⽣４ 植松 ⻁太郎 ⿃取２ 中島 乃愛 広島２ 岡⽥ 彩 ⿃取A２ 廣川 宏太 広島⼤学⽣４ 岡⽥ 彩 ⿃取A２

⻄久保 絵⾥ 広島⼀般 杉野 碧 ⿃取B１

⻲井 美⾹ 広島⼀般 森本 千恵 ⿃取B２
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国体強化対抗戦　報告

広島県テニス協会
強化委員長　武田守弘

　9月7日から8日にかけて，広島県テニス協会が主催する国体強化対抗戦がみよし運動公園
にて開催されました．
　本対抗戦は今年で3回目を迎え，今年は鳥取県，熊本県，広島県の国体選手および監督，ス
タッフが集結し，国体本番と同様な形式で試合を重ねることができました．また，対戦相手とし
て広島県内の大学生及び一般選手も協力していただきました．ご協力に感謝いたします．
　またお忙しいところ，激励に来てくださりました安東会長，高橋理事長にも感謝いたします．
　
　国体までは残すところあと3週間ですが，各県ともしっかりと準備し，本国体で優れた成績を残
せるよう互いに励まし合いました．

　次年度もこの時期に対抗戦を開催する予定です．今回参加してくださった県をはじめ，多くの
県からの参加をお待ちしております．
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