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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 みなみ坂ＴＳ 新見 晋也  8-0

  新見 晋也  

4 庭球館 山田 幸征 8-0  
   山﨑 義孝 [1]

5 Ｓｃｒａｔｃｈ 浜崎 和哉  8-0

  浜崎 和哉  

6  Bye 48   

   長嶋 秀諭

7  Bye 15  8-2

  長嶋 秀諭  

8 寄島ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 長嶋 秀諭   
   山﨑 義孝 [1]

9 GRANDE 加藤 駿  8-2

  加藤 駿  

10  Bye 9   

   加藤 駿

11 Ｔｅｎｓｉｏｎ 豊村 雄基  8-3

  福間 誠  

12 Ａテニスクラブ 福間 誠 8-1  

   加藤 駿

13 ＴＯＰスピン 松澤 大輝  w.o.

  松澤 大輝  

14 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 岩根 佑輔 8-4  

   松澤 大輝

15  Bye 7  8-2

  本多 優 [7]  

16 備後テニスクラブ 本多 優 [7]   
   山﨑 義孝 [1]

17 尾道市立大学 遠山 恭平 [3]  8-1

  遠山 恭平 [3]  

18  Bye 3   
   遠山 恭平 [3]

19 福山平成大学ＴＴ 北村 聡一朗  8-2

  塚田 真史  

20 広島大学 塚田 真史 w.o.  

   藤田 裕也

21 JFEスチール 杉田 和範  8-1

  藤田 裕也  

22 広島大学硬式庭球部 藤田 裕也 8-4  

   藤田 裕也

23  Bye 13  8-1

  田中 啓央  

24 みなみ坂ＴＳ 田中 啓央   

   藤田 裕也

25 呉市役所 新谷 博文  8-3

  新谷 博文  

26  Bye 11   

   水本 努

27 中国電力TC 水本 努  8-4

  水本 努  

28 庭球館 大貫 颯太 w.o.  

   真鍋 光

29 みなみ坂ＴＳ 真鍋 光  8-4

  真鍋 光  

30 Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝 9-7  

   真鍋 光

31  Bye 5  8-3

  松永 大勲 [6]  

32 MHI－広島 松永 大勲 [6]  山﨑 義孝 [0]
   8-0
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33 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城 [8]  
  浅野 裕城 [8]  

34  Bye 6   
   浅野 裕城 [8]

35 チームTK 森原 拓弥  8-0

  河中 悠希  

36 みなみ坂ＴＳ 河中 悠希 8-5  

   福田 亮真

37 庭球館 坂根 和季  8-3

  坂根 和季  

38 尾道市立大学 尾原 俊介 8-6  

   福田 亮真

39  Bye 12  8-1

  福田 亮真  

40 ＴＣＳ 福田 亮真   
   大内 純也 [4]

41 福山平成大学ＴＴ 坪田 直己  8-0

  坪田 直己  

42  Bye 14   

   坪田 直己

43  Bye 46  8-3

  広瀬 輝明  

44 福山テニス王国 広瀬 輝明   
   大内 純也 [4]

45 Ａテニスクラブ 栗原 和也  8-1

  栗原 和也  

46 呉市役所 中吉 真秀 8-3  
   大内 純也 [4]

47  Bye 4  8-3

  大内 純也 [4]  

48 Ｓｃｒａｔｃｈ 大内 純也 [4]   
   大内 純也 [4]

49 寄島ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 成毛 宏充 [5]  9-8

  成毛 宏充 [5]  

50  Bye 8   
   成毛 宏充 [5]

51 ながれもの 田部 英樹  8-6

  藤井 悠人  

52 みなみ坂ＴＳ 藤井 悠人 8-3  
   成毛 宏充 [5]

53 GOOD　TIME 北島 利喜  8-1

  栗栖 圭梧  

54 ＴＯＰスピン 栗栖 圭梧 8-4  

   栗栖 圭梧

55  Bye 10  9-7

  山本 晃史  

56 みなみ坂ＴＳ 山本 晃史   
   成毛 宏充 [5]

57 Ｔｅｎｓｉｏｎ 小谷 海太  8-2

  小谷 海太  

58  Bye 16   

   小谷 海太

59  Bye 47  8-3

  上本 啓伍  

60 やすいそ庭球部 上本 啓伍   

   小谷 海太

61 みなみ坂ＴＳ 後藤 渓太朗  w.o.

  後藤 渓太朗  

62 庭球館 安達 隆太郎 8-2  
   古川 智一 [2]

63  Bye 2  8-4

  古川 智一 [2]  

64 FUTURE-ONE 古川 智一 [2]  
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やすいそ庭球部 山本 純

1 やすいそ庭球部 樋口 哲也 山本 純

  樋口 哲也

2  Bye 1  山本 純

ＴＯＰスピン 松澤 大輝  樋口 哲也

3 チームTK 森原 拓弥 松澤 大輝 8-2

庭球館 坂根 和季 森原 拓弥  

4 庭球館 安達 隆太郎 8-2 山本 純

広島大学硬式庭球部 小谷 圭  樋口 哲也

5 広島大学硬式庭球部 藤田 裕也 小谷 圭 8-4

  藤田 裕也  

6  Bye 24  小谷 圭

   藤田 裕也

7  Bye 7 中吉 真秀 8-3

呉市役所 中吉 真秀 福間　 輝  

8 Ａテニスクラブ 福間　 輝  山本 純

Ｓｉｎｃｅ３４ 武田 将孝  樋口 哲也

9 アシニス 相田 靖之 武田 将孝 8-4

  相田 靖之  

10  Bye 3  武田 将孝

   相田 靖之

11  Bye 20 松永 大勲 8-1

MHI－広島 松永 大勲 若杉 一幸  

12 MHI－広島 若杉 一幸  武田 将孝

Ｓｉｎｃｅ３４ 瀧口 公照  相田 靖之

13 Ｓｉｎｃｅ３４ 酒井 孝浩 瀧口 公照 8-5

  酒井 孝浩  

14  Bye 21  奥田 直緒基

   藤井 佑介

15  Bye 5 奥田 直緒基 8-6

Ｓｃｒａｔｃｈ 奥田 直緒基 藤井 佑介  

16 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介  内海 大孝

広島学院高校 二宮 正太朗  山﨑 義孝

17 ＴＣＳ 福田 亮真 二宮 正太朗 8-5

  福田 亮真  

18  Bye 6  加藤 駿

   猪口 彰顕

19  Bye 22 加藤 駿 8-2

GRANDE 加藤 駿 猪口 彰顕  

20 GRANDE 猪口 彰顕  内海 大孝

やすいそ庭球部 上本 啓伍  山﨑 義孝

21 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 住吉 大樹 上本 啓伍 8-3

みなみ坂ＴＳ 新見 晋也 住吉 大樹  

22 みなみ坂ＴＳ 真鍋 光 8-4 内海 大孝

   山﨑 義孝

23  Bye 4 内海 大孝 8-3

ノア広島西 内海 大孝 山﨑 義孝  

24 西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山﨑 義孝  内海 大孝

広島大学硬式庭球部 久岡 零  山﨑 義孝

25 みなみ坂ＴＳ 山本 晃史 久岡 零 8-6

  山本 晃史  

26  Bye 8  流田 浩邦

   流田 祐邦

27  Bye 23 流田 浩邦 8-4

ＮＢテニスガーデン 流田 浩邦 流田 祐邦  

28 ＮＢテニスガーデン 流田 祐邦  松尾 直樹

Ａテニスクラブ 栗原 和也  渡辺 修宏

29 Ａテニスクラブ 福間 誠 栗原 和也 8-6

Ｔ-Ｓｔｅｐ 末広 昌敬 福間 誠  

30 Ｔ-Ｓｔｅｐ 田中 暁生 w.o. 松尾 直樹

   渡辺 修宏

31  Bye 2 松尾 直樹 8-3

ながれもの 松尾 直樹 渡辺 修宏  

32 ながれもの 渡辺 修宏  


