
<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 ：2018年 8月11日（祝土 ）・12日（日）

<５> 会 場 ：みよし運動公園テニスコ－ト　　（砂入り人工芝コート）

<６> 公 認 ：Ｊ１グレード　ＪＴＡオフィシャルポイント対象大会

<７> 種 目 ：一般男子シングルス　・　一般女子シングルス

<８> ド ロ ー ：大会実行委員会にて決定されました。
  ｼｰﾄﾞはＪＯＰﾗﾝｷﾝｸﾞ（第30週付）により決定され、ｼｰﾄﾞ以外は抽選により決定しました。

<９> 試 合 方 法 ：ト－ナメント方式　　8ゲ－ムズプロセット（8-8後タイブレ－ク）
　順位決定の必要性から男女ともSFの敗者にて、3位決定戦を行います。
（天候により、変更する場合もあります。）

<１０> ル － ル ：ＪＴＡ　｢テニスルールブック2018｣　によります。

<1１> 服 装 ：ＪＴＡ　｢テニスルールブック2018｣　によります。

<1２> 審 判 ：セルフジャッジ方式

<1３> 使 用 球 ：ダンロップ『ＦＯＲＴ』

<1４> 委 員 ：ト－ナメント・デｲレクタ－ ・・・ 原田　京子
：ト－ナメント・レフェリ－ 　 ・・・ 高橋　由啓
：アシスタント・レフェリー ・・・ 西川　絵理子

<1５> 集 合 ：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<1６> そ の 他 ａ．本ﾄ-ﾅﾒﾝﾄは、すべてのﾌﾟﾚ-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．全日本選手権　西日本大会　9/19～22（兵庫・ﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ）
　　全日本選手権大会（予選）　10/24～26　（本選）10/27～11/4　　（大阪・靭）
d．試合中の怪我等につきましては、応急処置はとりますが責任は負いかねます。

<1７> 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ウｫ－ムアップはサ－ビス4本のみとします。
　（別設定の場合を除く。）
⑤本大会は、ＪＴＡﾗﾝｷﾝｸﾞ対象大会です。無断欠場されますとｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾎﾟｲﾝﾄ３点が賦課されます。
　（ＪＴＡ登録者に限ります。）

<1８> 連 絡 先 ：090-4654-1985　（ただし大会期間中 AM8:30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　９３　回 　全日本テニス選手権大会　　広島県予選

【　実　施　要　項　】

：広島県　　　　　　　　　　　　　　　（公財）広島県体育協会

★ロングスパッツ着用不可です



第93回　全日本テニス選手権大会　広島県予選

　　※　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。
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第93回全日本選手権 広島県予選大会(男子:賞金なし/J1-1,女子: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 福山テニス王国 佐藤 友紀 [1]  

  佐藤 友紀 [1]

2  Bye   

    

3  Bye   

  木下 開登  

4 雑草魂 木下 開登   

    

5 NBテニスガーデン 山本 良樹   

  山本 良樹  

6  Bye   

    

7  Bye   

  行安 晧  

8 広島文化学園大学 行安 晧   

    

9 みなみ坂ＴＳ 有田 舜   

    

10 広島文化学園大学 長守 寛紀   

    

11  Bye   

  須賀沼 大幹  

12 広島大学硬式庭球部 須賀沼 大幹   

    

13 やすいそ庭球部 坂根 和季   

  坂根 和季  

14  Bye   

    

15  Bye   

  岡田 浩明  

16 宮島ＴＣ 岡田 浩明   

    

17 HIROﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 広瀬 輝明 [3]   

  広瀬 輝明 [3]  

18  Bye   

    

19  Bye   

  関矢 寛史  

20 Ｔｅａｍふしちょ- 関矢 寛史   

    

21 広島文化学園大学 梶川 剛史   

  梶川 剛史  

22  Bye   

    

23  Bye   

  増岡 大和  

24 広島大学硬式庭球部 増岡 大和   

    

25 同志社大学 丸石 拓海   

  丸石 拓海  

26  Bye   

    

27  Bye   

  小村 亮世  

28 呉工業高等専門学校 小村 亮世   

    

29 広島大学硬式庭球部 浅原 啓祐   

  浅原 啓祐  

30  Bye   

    

31  Bye   

  浅野 裕城 [5]  

32 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城 [5]   



第93回全日本選手権 広島県予選大会(男子:賞金なし/J1-1,女子: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

    

33 広島文化学園大学 増田 哲也   

  増田 哲也  

34  Bye   

    

35  Bye   

  佐久間 大樹  

36 みなみ坂ＴＳ 佐久間 大樹   

    

37 同志社大学 武久 翔悟   

  武久 翔悟  

38  Bye   

    

39  Bye   

  三上 哲尚  

40 広島大学硬式庭球部 三上 哲尚   

    

41 誠之館高校 猪原 雅久人   

  猪原 雅久人  

42  Bye   

    

43  Bye   

  竹野 友都  

44 やすいそ庭球部 竹野 友都   

    

45 広島大学硬式庭球部 權藤 潤   

  權藤 潤  

46  Bye   

    

47  Bye   

  青山 裕 [4]  

48 J'sons 青山 裕 [4]   

    

49 広島大学硬式庭球部 吉井 恵三   

  吉井 恵三  

50  Bye   

    

51  Bye   

  田坂 一馬  

52 広島文化学園大学 田坂 一馬   

    

53 広島市立美鈴が丘高校 門脇 空志   

  門脇 空志  

54  Bye   

    

55  Bye   

  宇佐 天音  

56 みなみ坂ＴＳ 宇佐 天音   

    

57 広島文化学園大学 内木 聖人   

  内木 聖人  

58  Bye   

    

59 同志社大学 今井 翼   

    

60 広島大学硬式庭球部 庭野 颯真   

    

61 雑草魂 中尾 恒太   

  中尾 恒太  

62  Bye   

    

63  Bye   

  古川 智一 [2]  

64 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 古川 智一 [2]  

  



第93回全日本選手権 広島県予選大会(男子:賞金なし/J1-1,女子: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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 FUTURE-ONE 井上 晴菜 [1]  

  井上 晴菜 [1]

2  Bye   

    

3 Tension 和田 夏帆   

    

4 広島市立舟入高校 若栗 三葉   

    

5 MAJOR 浜田 桃花 [3]   

    

6 UP.set 西本 稲音   

    

7 やすいそ庭球部 大島 絵里   

    

8 福山葦陽高校 松井 志乃   

    

9 広島市立美鈴が丘高校 西村 菜月   

    

10 広島文化学園大学 磯部 彩乃   

    

11 大竹市テニス協会 北野　史佳   

    

12 広陵高校 牧　由貴菜[4]   

    

13 ZONE 松田 沙織   

    

14 みなみ坂TS 中澤 紀保   

    

15  Bye   

  丸古 陽女 [2]  

16 やすいそ庭球部 丸古 陽女 [2]  

  

 


