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<1> 主　　　催 ：広　島　県　テ　ニ　ス　協　会
主　　　管 ：広　島　市　テ　ニ　ス　協　会

<2> 後　 　援 ：広島県　広島県教育委員会　（公財）広島県体育協会

：広島市               　           （公財）広島市スポ－ツ協会

<3> 協　　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

<4> 開催期日 ：2014年11月22日（土）・23日（祝日）・24（振休）・29日（土）・30日（日）

<5> 会　　　場 ：広島広域公園テニスコ－ト（ハ－ドコ－ト/室内コ－トも使用します。）

<6> 参加資格 ：広島県テニス協会登録者（県協会に加盟する団体への登録者）

<7> 種　　　目 ：一般男子・一般女子　/　シングルス・ダブルス

<８> 公　　　認 ：本大会は『ＪＴＡ公認ト－ナメント』につき、ＪＯＰ対象大会です。（カテゴリ-Ｃ）

<９> ｼ-ﾄﾞ・ﾄﾞﾛ- ：ＪＯＰﾗﾝｷﾝｸﾞ（第42週10/14現在）により、大会実行委員会にて決定されました。

<1０> 試合方法 ：ト－ナメント方式　（8ゲ－ムプロセット・8-8後タイブレ－ク）

<1１> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2014｣によります。

<1２> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2014｣によります。

<1３> 審　　　判 ：セルフジャッジ

<1４> 使　用　球 ：ダンロップ『FORT』

<1５> 委　　　員 ：大会実行委員長　　　　　　…　 高橋　由啓
：ト－ナメント・デｲレクタ－　…　 原田　京子

：ト－ナメント・レフェリ- 　   …  西川　絵理子

：アシスタント・レフェリ- 　   …  西村　りえ

<1６> 日　　　程 ：ドロ－にありますタイムスケジュ－ルによります。
：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<17> その他 ａ．本ト－ナメントは、すべてのプレ－ヤ-を公平に扱います。
ｂ．本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。
ｃ．ベスト４以上の方を表彰いたします。
ｄ．競技中の怪我等につきましては、応急処置は取りますが、責任は
 　 負いかねます。

　
<18> 注意事項 ①タイムスケジュ－ルの20分前までに、試合の出来る状態にて、出席を

　 届けてください。
②選手は　｢ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｐｌａｙ｣　に従ってコ－トに入り、速やかに試合を
　 始めて下さい。
③ドロ－番号の若い人がボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者が結果報告・ボ－ル返却願います。
④ウオ－ムアップはサ－ビス4本のみとします。

<19>   090-7379-6197　（大会期間中のみ,８：３０以降に連絡ができます。）

　　〔広島県テニス協会　大会運営委員会〕

第　88　回　　県　知　事　杯　広　島　県　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会

【　開　催　（実施）　要　項　】



第88回　県知事杯　広島県テニス選手権大会

　　※　このタイムスケジュ－ルはオ－ダ－オブプレイに相当するものです。

　　※　このタイムスケジュ－ルに15分以上遅れた場合は、ＮＯ-ＳＨＯＷと見なされる場合があります。

　　※　会場は、全て広域公園テニスコートです。

１Ｒ  9:00 ＱＦ

２Ｒ ＳＦ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ

３Ｒ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ Ｆ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ

１Ｒ Ｆ

２Ｒ

ＳＦ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ

１Ｒ・２Ｒ 9:00 ＳＦ

ＱＦ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ Ｆ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ

１Ｒ・２Ｒ Ｆ

ＳＦ Ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ

※尚、予定されたラウンドよりも進行する場合がありますので、ご了承ください。

大　会　日　程（タイムスケジュ－ル）

１１月22日（土） １１月23日（祝日） １１月24日（振休） １１月29日（土） １１月30日（日）

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目
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シングルス

予
　
　
　
備
　
　
　
日

予
　
　
　
備
　
　
　
日

9:00

10:00

女　子
シングルス

10:00 9:00

11:00

男　子

ダブルス

9:00

女　子
ダブルス

10:00 9:00



第88回　県知事杯　広島県選手権大会（賞金なし /J1-1）
男子シングルス

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

1 明王台高校 橘高 凱 [1]  
   

2  Bye 1   
    

3 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 中野 拓也   
    

4 みなみ坂ＴＳ 田中 啓央   
    

5 ＮＢテニスガーデン 高野 佑   
    

6 ラフ＆ラフ 小西 雄太   
    

7 Win　The　Match 江坂 忠宏   
    

8 広島大学硬式庭球部 加茂 直人 [13]   
    

9 福山平成大学TC 廣川 宏太 [9]   
    

10 ながれもの 松尾 直樹   
    

11 サザンクロス 成毛 宏充   
    

12 広島経済大学 山本 純   
    

13 西条ロイヤルＴＣ 重松 晶   
    

14 呉市役所 新谷 博文   
    

15 フォレストコースト 山田 太郎   
    

16 MHI－広島 森永 雄一朗 [8]   
    

17 Ｓｃｒａｔｃｈ 大内 純也 [3]   
    

18 みなみ坂ＴＳ 坂根 圭佑   
    

19 JFEスチール 杉田 和範   
    

20 ながれもの 中嶋 崇士   
    

21 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 溝山 智樹   
    

22 福山市職労連合硬式ﾃﾆｽ部 爾摩 光洋   
    

23 やすいそ庭球部 下東 大介   
    

24 尾道市立大学 遠山 恭平 [14]   
    

25 上本ＴＳ 小川 貴志 [10]   
    

26 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 俊   
    

27 みなみ坂ＴＳ 新見 晋也   
    

28 ながれもの 渡辺　修宏   
    

29 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 山本 滉   
    

30 MHI－広島 松永 大勲   
    

31 ＭＴＲ 千振 多作   
    

32 庭球館 日浦 大貴 [5]   



第88回　県知事杯　広島県選手権大会（賞金なし /J1-1）
男子シングルス

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

33 サザンクロス 藤岡　 光輝 [7]   
    

34 中国電力TC 水野 将吏   
    

35 福山平成大学TC 北村 聡一朗   
    

36 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 馬上 佳祐   
    

37 ノアインドア広島西 岩根 佑輔   
    

38 広島大学硬式庭球部 奥田　努   
    

39 みなみ坂ＴＳ 南目 真澄   
    

40 MHI－広島 小川 雄大 [12]   
    

41 Win　The　Match 山本 典広 [15]   
    

42 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝   
    

43 ＺＯＮＥ 船本 直希   
    

44 ながれもの 田部 英樹   
    

45 みなみ坂ＴＳ 上野 浩太郎   
    

46 広島経済大学 森原 拓弥   
    

47 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原 大樹   
    

48 ＮＢテニスガーデン 丸石 拓海 [4]   
    

49 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 真一 [6]   
    

50 chupa☆chaps 高杉 和正   
    

51 誠之館高校 松本 航洋   
    

52 やすいそ庭球部 菅原 高迅   
    

53 サザンクロス 延平 健太   
    

54 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 栗原 和也   
    

55 広島経済大学 国広 慎也   
    

56 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城 [11]   
    

57 福山平成大学TC 安村 大地 [16]   
    

58 宮島ＴC 岡田 浩明   
    

59 福山平成大学TC 術勢 騎仙   
    

60 海上自衛隊　呉 千々和 剛   
    

61 Ｓｉｎｃｅ３４ 酒井 孝浩   
    

62 ﾃﾞｭｰｳﾞｨﾗｰｼﾞｭﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 楢﨑 日呂成   
    

63 アキラＩＴＣ  澤田 竜成   
    

64 みなみ坂ＴＳ 神野 良太 [2]  



第88回　県知事杯　広島県選手権大会（賞金なし /J1-1）
女子シングルス

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  
1 美鈴が丘HS 小池 颯紀 [1]  

   
2  Bye 1   

    
3 福山平成大学 TC 安村 未来   

    
4 みなみ坂ＴＳ 原田 万莉彩   

    
5 中国電力TC 田中 有香 [4]   

    
6 ﾃﾞｭｰｳﾞｨﾗｰｼﾞｭﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 津田 桃伽   

    
7 やすいそ庭球部 米田 優芽   

    
8 ＮＢテニスガーデン 永嶋 遥   

    
9 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 直原 玲子   

    
10 ＮＢテニスガーデン 岡田 優香   

    
11  Bye 3   

    
12 やすいそ庭球部 西久保 絵里 [3]   

    
13 中国電力TC 上原 典子   

    
14 比治山女子 木下 葉月   

    
15  Bye 2   

    
16 ＴＣＳ 石井 あづさ [2]  

  
 



第88回　県知事杯　広島県選手権大会（賞金なし /J1-1）
男子ダブルス

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
サザンクロス 棗田 洋輔 [1]

1 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 真一  
   

2  Bye 1   
広島経済大学 山本 純   

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介   
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 中野 拓也   

4 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 溝山 智樹   
リョーコーTC 村田 正美   

5 リョーコーTC 益田 洋司   
Ｔ-Ｓｔｅｐ 今井 翼   

6 Ｔ-Ｓｔｅｐ 岡﨑 大倭   
    

7  Bye 7   
広島経済大学 国広 慎也   

8 広島経済大学 火之迫 智範   
ながれもの 松尾 直樹   

9 ながれもの 渡辺 修宏   
    

10  Bye 3   
Win　The　Match 江坂 忠宏   

11 Win　The　Match 玉永 信彦   
海上自衛隊　呉 千々和 剛   

12 ＭＴＲ 千振 多作   
福山平成大学TC 安部 優樹   

13 福山大学硬式庭球部 福永 航也   
広島大学硬式庭球部 奥田 努   

14 西条ロイヤルＴＣ 重松 晶   
    

15  Bye 5   
宮島ＴC 岡田 浩明   

16 Win　The　Match 石原 慎士   
MHI－広島 松永 大勲   

17 MHI－広島 比本 征志   
    

18  Bye 6   
サザンクロス 成毛 宏充   

19 サザンクロス 高山 豊   
みなみ坂ＴＳ 坂根 圭佑   

20 みなみ坂ＴＳ 新見 晋也   
広島大学硬式庭球部 加茂 直人   

21 広島経済大学 福岡 良介   
チームY2 冨山 賢士   

22 かかしテニスクラブ 新山 桂尚   
    

23  Bye 4   
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 半場 正浩   

24 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 馬上 佳祐   
やすいそ庭球部 下東　大介   

25 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原　大樹   
Ｓｉｎｃｅ３４ 南 一郎   

26 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝   
ながれもの 前田　真吾   

27 ながれもの 田部　英樹   
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 光廣 悠樹   

28 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 栗原 和也   
福山平成大学TC 安村 大地   

29 福山平成大学TC 廣川 宏太   
みなみ坂ＴＳ 田中 啓央   

30 熊野ローンＴＣ 馬上 和也   
    

31  Bye 2   
みなみ坂ＴＳ 上野 浩太郎   

32 ＮＢテニスガーデン 丸石 拓海  



第88回　県知事杯　広島県選手権大会（賞金なし /J1-1）
女子ダブルス

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

ＮＢテニスガーデン 岡田 優香 [1]
1 ＴＣＳ 石井 あづさ  

   
2  Bye 1   

西条ロイヤルTC 妹尾 真紀   
3 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 直原 玲子   

やすいそ庭球部 亀井 美香   
4 Ｔｅｎｓｉｏｎ 土田 晶子   

中国電力TC 上原 典子   
5 中国電力TC 田中 有香   

    
6  Bye 3   

Win　The　Match 安成 靖子   
7 やすいそ庭球部 西久保 絵里   

福山平成大学 TC 安村 未来   
8 福山平成大学TC 日野 瑞保   

西条ロイヤルTC 奥信 洋乃   
9 やすいそ庭球部 江渕 敦子   

Ｍ＆遊 増本 真澄   
10 Win　The　Match 藤原 加恵   

    
11  Bye 4   

みなみ坂ＴＳ 原田 万莉彩   
12 比治山女子 木下 葉月   

やすいそ庭球部 吉貞 菜穂子   
13 ＨＣＯ 春貝地 純子   

みなみ坂ＴＳ 田中 晃代   
14 ＨＰＧﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 長谷井 時代   

    
15  Bye 2   

美鈴が丘HS 小池 颯紀   
16 ＮＢテニスガーデン 永嶋 遥  

  
 


	実施要項14
	14タイムスケジュール
	男子シングルス
	女子シングルス
	男子ダブルス
	女子ダブルス

