
第89回　全日本選手権大会　広島県予選大会（賞金なし /J1-1）
男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1 ＮＢテニスガーデン 乾 祐一郎 [1]  
  乾 祐一郎 [1]

2  Bye 1   
   乾 祐一郎 [1]

3 広島経済大学 森原 拓弥  8-2
  藤井 佑介  

4 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介 8-2  
   乾 祐一郎 [1]

5 千田寺迫テニスクラブ 稲屋 仁  8-2
  日浦 大貴  

6 庭球館 日浦 大貴 8-1  
   日浦 大貴

7 広島経済大学 山根 充資  8-3
  山根 充資  

8 せとだくらぶ 岡本 貴心 [14] 9-8(5)  
   乾 祐一郎 [1]

9 福山平成大学Ｔ．Ｔ 坪田 直己 [11]  8-3
  坪田 直己 [11]  

10  Bye 9   
   坪田 直己 [11]

11 広島経済大学 加藤 優樹  8-5
  山本 典広  

12 Ｗｉｎ　Ｔｈｅ　Ｍａｃｔｈ 山本 典広 w.o.  
   成毛 宏充

13 サザンクロス 成毛 宏充  8-2
  成毛 宏充  

14 広島大学硬式庭球部 中島 一起 8-3  
   成毛 宏充

15  Bye 7  8-3
  古川 智一 [5]  

16 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 古川 智一 [5]   
   乾 祐一郎 [1]

17 ＮＢテニスガーデン 岡田 大樹 [4]  8-6
  岡田 大樹 [4]  

18  Bye 3   
   岡田 大樹 [4]

19 同志社大学 小林 慶太  9-7
  小林 慶太  

20 広島経済大学 福岡 良介 8-2  
   岡田 大樹 [4]

21 マツダ㈱ 冨江 知孝  8-0
  冨江 知孝  

22 ＴＣＳ 目貫 智則 8-2  
   冨江 知孝

23 備後テニス倶楽部 本多 優  8-0
  小川 貴志 [16]  

24 上本Ｔ．Ｓ 小川 貴志 [16] 8-3  
   岡田 大樹 [4]

25 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 真一 [10]  8-2
  高橋 真一 [10]  

26  Bye 11   
   国広 慎也

27 ＭＨＩ-広島 東 武志  8-4
  国広 慎也  

28 広島経済大学 国広 慎也 8-4  
   加茂 直人

29 サザンクロス 延平 健太  8-1
  加茂 直人  

30 広島大学硬式庭球部 加茂 直人 8-2  
   加茂 直人

31  Bye 5  9-8(1)
  佐藤 友紀 [7]  

32 誠之館高校 佐藤 友紀 [7]  乾 祐一郎 [1]
   8-2



所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
33 Ｌ．Ｔ．Ｃ 松尾 浩太郎 [8]  

  松尾 浩太郎 [8]  
34  Bye 6   

   山本 純
35 広島経済大学 山本 純  8-0

  山本 純  
36 宮島ＴＣ 岡田 浩明 8-2  

   山本 純
37 庭球館 瀧内 秀斗  8-1

  高橋 大希  
38 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 大希 8-2  

   高橋 大希

39  Bye 12  8-3
  関矢 寛史 [12]  

40 広島大学硬式庭球部 関矢 寛史 [12]   
   小林 太郎 [3]

41 Ｊ’ｓｏｎｓ 青山 裕 [15]  9-7
  青山 裕 [15]  

42 サザンクロス 西條 竜太郎 8-1  
   山本 秀

43 Ｃｈｕｐａ☆Ｃｈａｐｓ 加藤 哲太郎  8-2
  山本 秀  

44 広島経済大学 山本 秀 8-1  
   小林 太郎 [3]

45 西条ロイヤルＴＣ 重松 晶  8-5
  重松 晶  

46 ＷＩＮＧＳ 浅野　 裕城 8-0  
   小林 太郎 [3]

47  Bye 4  9-7
  小林 太郎 [3]  

48 協和発酵キリン 小林 太郎 [3]   
   小林 太郎 [3]

49 Ｓｃｒａｔｃｈ 大内 純也 [6]  8-2
  大内 純也 [6]  

50  Bye 8   
   奥田 努

51 広島大学硬式庭球部 奥田 努  8-4
  奥田 努  

52 ＮＢテニスガーデン 高野 佑 8-0  
   奥田 努

53 広島経済大学 晨 智海  8-2
  森永 雄一朗  

54 ＭＨＩ-広島 森永 雄一朗 8-1  
   森永 雄一朗

55  Bye 10  8-4
  神野 良太 [9]  

56 みなみ坂ＴＳ 神野 良太 [9]   
   奥田 努

57 サザンクロス 藤岡 光輝 [13]  8-4
  藤岡 光輝 [13]  

58  Bye 16   
   藤岡 光輝 [13]

59 草津ＴＣ 白井 智章  8-4
  田部 英樹  

60 ながれもの 田部 英樹 8-6  
   藤岡 光輝 [13]

61 テニスメイト 木村 優太  8-5
  西村 守人  

62 広島経済大学 西村 守人 8-4  
   西村 守人

63  Bye 2  8-6
  橘高 凱 [2]  

64 明王台高校 橘高 凱 [2]  



第89回　全日本選手権大会　広島県予選大会（賞金なし /J1-1）
女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
  

1 ＴＣＳ 石井 あづさ [1]  

  石井 あづさ [1]
2  Bye 1   

   石井 あづさ [1]
3 大阪体育大学 河本 風香  8-6

  河本 風香  
4 庭球館 牧 由貴菜 8-3  

   小池 颯紀 [5]
5  Bye 9  8-1

  宮地 李奈  
6 みなみ坂ＴＳ 宮地 李奈   

   小池 颯紀 [5]
7  Bye 7  8-1

  小池 颯紀 [5]  
8 美鈴が丘高校 小池 颯紀 [5]   

   小池 颯紀 [5]
9 園田学園女子大学 川本 桃子 [4]  8-3

  川本 桃子 [4]  
10  Bye 3   

   川本 桃子 [4]
11 福山平成大学Ｔ．Ｔ 安村 未来  8-4

  安村 未来  
12  Bye 13   

   長妻 遥奈 [6]
13  Bye 12  8-5

  上原 典子  
14 中国電力ＴＣ 上原 典子   

   長妻 遥奈 [6]
15  Bye 5  8-3

  長妻 遥奈 [6]  
16 大阪教育大学 長妻 遥奈 [6]   

   小池 颯紀 [5]
17 神戸親和女子大学 中須賀 由依 [8]  8-1

  中須賀 由依 [8]  
18  Bye 6   

   田中 絵梨
19 Ｓｃｒａｔｃｈ 田中 絵梨  9-8(5)

  田中 絵梨  
20  Bye 11   

   田中 絵梨
21  Bye 14  8-3

  枝川 未来  
22 広島大学硬式庭球部 枝川 未来   

   枝川 未来

23  Bye 4  9-7
  西久保 絵里 [3]  

24 やすいそ庭球部 西久保 絵里 [3]   
   田中 絵梨

25 中国電力ＴＣ 田中 有香 [7]  8-5
  田中 有香 [7]  

26  Bye 8   
   田中 有香 [7]

27 比治山女子高校 木下 葉月  8-1
  木下 葉月  

28  Bye 10   
   浜田 桃花 [2]

29  Bye 15  8-4
  林 美佐  

30 同志社大学 林 美佐   
   浜田 桃花 [2]

31  Bye 2  9-8(3)
  浜田 桃花 [2]  

32 ＭＡＪＯＲ 浜田 桃花 [2]  
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