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

  

1 西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山﨑 義孝 [1]  

  山﨑 義孝 [1]

2  Bye 1   

   山﨑 義孝 [1]

3 広島大学硬式庭球部 永原 賢造  8-2

  永原 賢造  

4 東広島市テニス協会 佐久間 大樹 8-3  

   山﨑 義孝 [1]

5 草津ＴＣ 白井 智章  8-3

  白井 智章  

6 広島大学硬式庭球部 鈴木 亜練 8-5  

   松永 大勲 [16]

7 広島大学硬式庭球部 山中 翔太  9-8(2)

  松永 大勲 [16]  

8 MHI-広島 松永 大勲 [16] 8-0  

   山﨑 義孝 [1]

9 サザンクロス 藤岡 光輝 [9]  8-4

  岩井 亮太  

10 広島大学硬式庭球部 岩井 亮太 w.o.  

   矢嶋 和司

11 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城  8-2

  矢嶋 和司  

12 広島大学硬式庭球部 矢嶋 和司 w.o.  

   佐藤 友紀 [6]

13 ながれもの 大賀 一孝  8-6

  大賀 一孝  

14 広島大学硬式庭球部 工藤 一樹 8-4  

   佐藤 友紀 [6]

15 みなみ坂ＴＳ 後藤 渓太朗  8-1

  佐藤 友紀 [6]  

16 福山テニス王国 佐藤 友紀 [6] 8-2  

   山﨑 義孝 [1]

17 西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宗近 源太郎 [4]  9-7

  宗近 源太郎 [4]  

18 ながれもの 三谷 広域 8-0  

   宗近 源太郎 [4]

19 リョーコーＴＣ 野村 哲也  8-0

  鎌倉 和也  

20 広島大学硬式庭球部 鎌倉 和也 w.o.  

   宗近 源太郎 [4]

21 宮島TC 岡田 浩明  8-5

  岡田 浩明  

22 広島大学硬式庭球部 小谷 圭 8-5  

   武久 翔悟 [15]

23 広島大学硬式庭球部 掛林 達樹  8-2

  武久 翔悟 [15]  

24 同志社大学 武久 翔悟 [15] 8-5  

   岡田 大樹 [5]

25 Ｓｃｒａｔｃｈ 大内 純也 [10]  8-3

  大内 純也 [10]  

26 広島大学硬式庭球部 久留島 拓 8-2  

   大内 純也 [10]

27 ＪＦＥスチール 杉田 和範  9-7

  日野 智之  

28 みなみ坂ＴＳ 日野 智之 8-2  

   岡田 大樹 [5]

29 広島大学硬式庭球部 上里 朗  8-3

    

30 庭球館 坂根 和季 Not Played  

   岡田 大樹 [5]

31 広島大学硬式庭球部 池田 啓昭  w.o.

  岡田 大樹 [5]  

32 近畿大学 岡田 大樹 [5] 8-0  
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   小林 太郎 [2]

33 尾道市立大学 遠山 恭平 [7]  8-5

  遠山 恭平 [7]  

34 広島大学硬式庭球部 久岡 零 8-5  

   遠山 恭平 [7]

35 ながれもの 西原 充洋  8-0

  西原 充洋  

36 広島大学硬式庭球部 山本 一希 8-0  

   丸石 拓海 [11]

37 Ｊ’ｓｏｎｓ 青山 裕  8-0

  風早 功太  

38 広島大学硬式庭球部 風早 功太 w.o.  

   丸石 拓海 [11]

39 みなみ坂ＴＳ 山本 晃史  8-4

  丸石 拓海 [11]  

40 同志社大学 丸石 拓海 [11] 8-4  

   福田 翔一

41 MHI-広島 森永 雄一朗 [14]  8-6

  森永 雄一朗 [14]  

42 広島大学硬式庭球部 吉町 魁 8-1  

   福田 翔一

43 広島大学硬式庭球部 井上 友  8-6

  福田 翔一  

44 TCS 福田 翔一 8-0  

   福田 翔一

45 福山ロイヤル 藤井 直人  8-2

  辻井 直  

46 広島大学硬式庭球部 辻井 直 8-1  

   前川 優馬

47 Ｓｃｒａｔｃｈ 前川 優馬  8-3

  前川 優馬  

48 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 古川 智一 [3] 8-2  

   小林 太郎 [2]

49 Ｄｏｗｎ　Ｕｎｄｅｒ 小川 貴志 [8]  8-4

  本多 優  

50 備後テニスクラブ 本多 優 8-3  

   小林 剛史

51 広島大学硬式庭球部 川田 健太郎  8-2

  小林 剛史  

52 やすいそ庭球部 小林 剛史 8-1  

   小林 剛史

53 広島大学硬式庭球部 三上 哲尚  8-2

  奥田 努  

54 ３MK 奥田 努 8-1  

   奥田 努

55 広島大学硬式庭球部 須賀沼 大幹  8-1

  須賀沼 大幹  

56 福山テニス王国 橘高 凱 [12] w.o.  

   小林 太郎 [2]

57 広島大学硬式庭球部 日浦 大貴 [13]  8-2

  日浦 大貴 [13]  

58 MHI-広島 小川 雄大 8-6  

   加藤 駿

59 広島ＳＦＩＤＡ 加藤 駿  8-3

  加藤 駿  

60 T-Step 山添 友寛 w.o.  

   小林 太郎 [2]

61 広島大学硬式庭球部 森山 和敏  8-2

    ３位決定戦

62 広島経済大学 国広 慎也 Not Played  

   小林 太郎 [2] 32.岡田大樹 岡田　大樹

63 広島大学硬式庭球部 權藤 潤  w.o. 82

  小林 太郎 [2]  44.福田翔一

64 協和発酵キリン 小林 太郎 [2] 8-0
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1 園田学園女子大学 小池 颯紀 [1]  

  小池 颯紀 [1]

2  Bye 1   

   小池 颯紀 [1]

3 広島大学硬式庭球部 浜岡 聖  8-0

  浜岡 聖  

4 庭球館 本田 樹乃佳 w.o.  

   小池 颯紀 [1]

5 園田学園女子大学 石井 あづさ [3]  8-1

  石井 あづさ [3]  

6  Bye 3   

   石井 あづさ [3]

7  Bye 12  8-5

  小寺 郁美  

8 広島大学硬式庭球部 小寺 郁美   

   小池 颯紀 [1]

9 やすいそ庭球部 上野 京香  8-0

  上野 京香  

10 広島大学硬式庭球部 土田 夏菜子 8-1  

   酒井 凜 [4]

11  Bye 4  8-4

  酒井 凜 [4]  

12 広陵高校 酒井 凜 [4]   

   酒井 凜 [4]

13 庭球館 日浦 朝香  8-5

  日浦 朝香  

14 NBTG 牧 由貴菜 9-8(1)  

   日浦 朝香

15  Bye 2  9-7

  浜田 桃花 [2]  

16 ＭＡＪＯＲ 浜田 桃花 [2]  

  

 

３位決定戦

５.石井　あづさ 日浦　朝香

83

13.日浦　朝香


