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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]  
  橘高 凱 [1]

2  Bye 1   
   橘高 凱 [1]

3 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 中野 拓也  8-6
  中野 拓也  

4 みなみ坂ＴＳ 田中 啓央 8-3  
   橘高 凱 [1]

5 ＮＢテニスガーデン 高野 佑  9-7
  小西 雄太  

6 ラフ＆ラフ 小西 雄太 8-2  
   加茂 直人 [13]

7 Win　The　Match 江坂 忠宏  8-3
  加茂 直人 [13]  

8 広島大学硬式庭球部 加茂 直人 [13] 4-2 Ret.  
   山本 純

9 福山平成大学TC 廣川 宏太 [9]  8-3
  松尾 直樹  

10 ながれもの 松尾 直樹 8-6  
   山本 純

11 サザンクロス 成毛 宏充  8-2
  山本 純  

12 広島経済大学 山本 純 8-4  
   山本 純

13 西条ロイヤルＴＣ 重松 晶  4-0 Ret.
  重松 晶  

14 呉市役所 新谷 博文 8-0  
   重松 晶

15 フォレストコースト 山田 太郎  8-6
  森永 雄一朗 [8]  

16 MHI－広島 森永 雄一朗 [8] 8-4  
   山本 純

17 Ｓｃｒａｔｃｈ 大内 純也 [3]  8-1
  大内 純也 [3]  

18 みなみ坂ＴＳ 坂根 圭佑 8-4  
   大内 純也 [3]

19 JFEスチール 杉田 和範  8-5
  中嶋 崇士  

20 ながれもの 中嶋 崇士 9-7  
   溝山 智樹

21 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 溝山 智樹  8-3
  溝山 智樹  

22 福山市職労連合硬式ﾃﾆｽ部 爾摩 光洋 8-0  
   溝山 智樹

23 やすいそ庭球部 下東 大介  6-4 Ret.
  下東 大介  

24 尾道市立大学 遠山 恭平 [14] 8-6  
   溝山 智樹

25 上本ＴＳ 小川 貴志 [10]  9-7
  小川 貴志 [10]  

26 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 俊 8-0  
   渡辺 修宏

27 みなみ坂ＴＳ 新見 晋也  8-3
  渡辺 修宏  

28 ながれもの 渡辺 修宏 9-7  
   渡辺 修宏

29 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 山本 滉  8-4
  松永 大勲  

30 MHI－広島 松永 大勲 8-1  
   松永 大勲

31 ＭＴＲ 千振 多作  8-6
  日浦 大貴 [5]  

32 庭球館 日浦 大貴 [5] 8-1 山本 純
   9-8(4)

33 サザンクロス 藤岡　 光輝 [7]  
  水野 将吏  

34 中国電力TC 水野 将吏 9-7  
   馬上 佳祐

35 福山平成大学TC 北村 聡一朗  8-1
  馬上 佳祐  

36 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 馬上 佳祐 8-4  
   小川 雄大 [12]

37 ノアインドア広島西 岩根 佑輔  8-5
  奥田 努  

38 広島大学硬式庭球部 奥田 努 8-6  
   小川 雄大 [12]

39 みなみ坂ＴＳ 南目 真澄  9-8(4)
  小川 雄大 [12]  

40 MHI－広島 小川 雄大 [12] 8-4  
   上野 浩太郎

41 Win　The　Match 山本 典広 [15]  8-6
  山本 典広 [15]  

42 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝 w.o.  
   山本 典広 [15]

43 ＺＯＮＥ 船本 直希  8-3
  田部 英樹  

44 ながれもの 田部 英樹 8-0  
   上野 浩太郎

45 みなみ坂ＴＳ 上野 浩太郎  8-1
  上野 浩太郎  

46 広島経済大学 森原 拓弥 8-1  
   上野 浩太郎

47 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原 大樹  9-7
  丸石 拓海 [4]  

48 ＮＢテニスガーデン 丸石 拓海 [4] 8-0  
   菅原 高迅

49 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 真一 [6]  8-5
  高杉 和正  

50 chupa☆chaps 高杉 和正 8-6  
   菅原 高迅

51 誠之館高校 松本 航洋  8-0
  菅原 高迅  

52 やすいそ庭球部 菅原 高迅 8-3  
   菅原 高迅

53 サザンクロス 延平 健太  8-1
  栗原 和也  

54 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 栗原 和也 8-3  
   栗原 和也

55 広島経済大学 国広 慎也  8-6
  国広 慎也  

56 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城 [11] 8-1  
   菅原 高迅

57 福山平成大学TC 安村 大地 [16]  8-0
  安村 大地 [16]  

58 宮島TC 岡田 浩明 8-5  
   安村 大地 [16]

59 福山平成大学TC 術勢 騎仙  8-0
  千々和 剛  

60 海上自衛隊　呉 千々和 剛 8-5  
   安村 大地 [16]

61 Ｓｉｎｃｅ３４ 酒井 孝浩  8-6
  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 8-0  
   神野 良太 [2]

63 アキラＩＴＣ 澤田 竜成  8-1
  神野 良太 [2]  

64 みなみ坂ＴＳ 神野 良太 [2] 8-0
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1 美鈴が丘HS 小池 颯紀 [1]  

  小池 颯紀 [1]
2  Bye 1   

   小池 颯紀 [1]
3 福山平成大学TC 安村 未来  8-0

  原田 万莉彩  
4 みなみ坂ＴＳ 原田 万莉彩 8-4  

   永嶋 遥
5 中国電力TC 田中 有香 [4]  8-6

  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 8-0  

   永嶋 遥
7 やすいそ庭球部 米田 優芽  8-4

  永嶋 遥  
8 ＮＢテニスガーデン 永嶋 遥 8-2  

   上原 典子

9 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 直原 玲子  8-1
  岡田 優香  

10 ＮＢテニスガーデン 岡田 優香 w.o.  
   岡田 優香

11  Bye 4  8-2
  西久保 絵里 [3]  

12 やすいそ庭球部 西久保 絵里 [3]   
   上原 典子

13 中国電力TC 上原 典子  8-6
  上原 典子  

14 比治山女子 木下 葉月 8-0  
   上原 典子

15  Bye 2  8-6
  石井 あづさ [2]  

16 ＴＣＳ 石井 あづさ [2]  
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サザンクロス 棗田 洋輔 [1]

1 Ｌｉｂｅｒｔｅ 高橋 真一 棗田 洋輔 [1]
  高橋 真一

2  Bye 1  山本 純
広島経済大学 山本 純  藤井 佑介

3 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介 山本 純 8-2
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 中野 拓也 藤井 佑介  

4 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 溝山 智樹 8-2 山本 純
リョーコーTC 村田 正美  藤井 佑介

5 リョーコーTC 益田 洋司 今井 翼 8-5
Ｔ-Ｓｔｅｐ 今井 翼 岡﨑 大倭  

6 Ｔ-Ｓｔｅｐ 岡﨑 大倭 8-2 今井 翼
   岡﨑 大倭

7  Bye 7 国広 慎也 8-5
広島経済大学 国広 慎也 火之迫 智範  

8 広島経済大学 火之迫 智範  山本 純
ながれもの 松尾 直樹  藤井 佑介

9 ながれもの 渡辺 修宏 松尾 直樹 8-4
  渡辺 修宏  

10  Bye 3  松尾 直樹
Win　The　Match 江坂 忠宏  渡辺 修宏

11 Win　The　Match 玉永 信彦 江坂 忠宏 8-0
海上自衛隊　呉 千々和 剛 玉永 信彦  

12 ＭＴＲ 千振 多作 8-1 奥田 努
福山平成大学TC 安部 優樹  重松 晶

13 福山大学硬式庭球部 福永 航也 奥田 努 8-6
広島大学硬式庭球部 奥田 努 重松 晶  

14 西条ロイヤルＴＣ 重松 晶 8-2 奥田 努
   重松 晶

15  Bye 5 岡田 浩明 8-3
宮島TC 岡田 浩明 石原 慎士  

16 Win　The　Match 石原 慎士  山本 純
MHI－広島 松永 大勲  藤井 佑介

17 MHI－広島 比本 征志 松永 大勲 9-7
  比本 征志  

18  Bye 6  成毛 宏充
サザンクロス 成毛 宏充  高山 豊

19 サザンクロス 高山 豊 成毛 宏充 8-3
みなみ坂ＴＳ 坂根 圭佑 高山 豊  

20 みなみ坂ＴＳ 新見 晋也 8-2 半場 正浩
広島大学硬式庭球部 加茂 直人  馬上 佳祐

21 広島経済大学 福岡 良介 加茂 直人 8-4
チームY2 冨山 賢士 福岡 良介  

22 かかしテニスクラブ 新山 桂尚 w.o. 半場 正浩
   馬上 佳祐

23  Bye 4 半場 正浩 8-5
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 半場 正浩 馬上 佳祐  

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

25 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原 大樹 南 一郎 8-5
Ｓｉｎｃｅ３４ 南 一郎 武田 将孝  

26 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝 8-2 南 一郎
ながれもの 前田 真吾  武田 将孝

27 ながれもの 田部 英樹 前田 真吾 8-2
ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 光廣 悠樹 田部 英樹  

28 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 栗原 和也 8-6 安村 大地
福山平成大学TC 安村 大地  廣川 宏太

29 福山平成大学TC 廣川 宏太 安村 大地 8-3
みなみ坂ＴＳ 田中 啓央 廣川 宏太  

30 熊野ローンＴＣ 馬上 和也 8-3 安村 大地
   廣川 宏太

31  Bye 2 上野 浩太郎 9-8(3)
みなみ坂ＴＳ 上野 浩太郎 丸石 拓海  

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
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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 岡田 優香 [1]

  石井 あづさ

2  Bye 1  岡田 優香 [1]

西条ロイヤルTC 妹尾 真紀  石井 あづさ

3 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 直原 玲子 妹尾 真紀 8-0

やすいそ庭球部 亀井 美香 直原 玲子  

4 Ｔｅｎｓｉｏｎ 土田 晶子 w.o. 上原 典子

中国電力TC 上原 典子  田中 有香

5 中国電力TC 田中 有香 上原 典子 8-5

  田中 有香  

6  Bye 3  上原 典子

Win　The　Match 安成 靖子  田中 有香

7 やすいそ庭球部 西久保 絵里 安成 靖子 8-2

福山平成大学TC 安村 未来 西久保 絵里  

8 福山平成大学TC 日野 瑞保 8-2 小池 颯紀

西条ロイヤルTC 奥信 洋乃  永嶋 遥

9 やすいそ庭球部 江渕 敦子 増本 真澄 9-7

Ｍ＆遊 増本 真澄 藤原 加恵  

10 Win　The　Match 藤原 加恵 8-4 増本 真澄

   藤原 加恵

11  Bye 4 原田 万莉彩 8-1

みなみ坂ＴＳ 原田 万莉彩 木下 葉月  

12 比治山女子 木下 葉月  小池 颯紀

やすいそ庭球部 吉貞 菜穂子  永嶋 遥

13 ＨＣＯ 春貝地 純子 吉貞 菜穂子 8-1

みなみ坂ＴＳ 田中 晃代 春貝地 純子  

14 ＨＰＧﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 長谷井 時代 8-4 小池 颯紀

   永嶋 遥

15  Bye 2 小池 颯紀 8-0

美鈴が丘HS 小池 颯紀 永嶋 遥  

16 ＮＢテニスガーデン 永嶋 遥  
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