
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   

   佐藤 友紀 [1]

3  Bye  80
  木下 開登  

4 雑草魂 木下 開登   

   佐藤 友紀 [1]

5 NBテニスガーデン 山本 良樹  82
  山本 良樹  

6  Bye   

   山本 良樹

7  Bye  83
  行安 晧  

8 広島文化学園大学 行安 晧   

   佐藤 友紀 [1]

9 みなみ坂ＴＳ 有田 舜  82
  有田 舜  

10 広島文化学園大学 長守 寛紀 WO  

   須賀沼 大幹

11  Bye  84
  須賀沼 大幹  

12 広島大学硬式庭球部 須賀沼 大幹   

   須賀沼 大幹

13 やすいそ庭球部 坂根 和季  86
  坂根 和季  

14  Bye   

   岡田 浩明

15  Bye  82
  岡田 浩明  

16 宮島ＴＣ 岡田 浩明   

   丸石 拓海

17 HIROﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 広瀬 輝明 [3]  83
  広瀬 輝明 [3]  

18  Bye   

   広瀬 輝明 [3]

19  Bye  84
  関矢 寛史  

20 Ｔｅａｍふしちょ- 関矢 寛史   

   広瀬 輝明 [3]

21 広島文化学園大学 梶川 剛史  85
  梶川 剛史  

22  Bye   

   梶川 剛史

23  Bye  WO
  増岡 大和  

24 広島大学硬式庭球部 増岡 大和   

   丸石 拓海

25 同志社大学 丸石 拓海  82
  丸石 拓海  

26  Bye   

   丸石 拓海

27  Bye  80
  小村 亮世  

28 呉工業高等専門学校 小村 亮世   

   丸石 拓海

29 広島大学硬式庭球部 浅原 啓祐  82
  浅原 啓祐  

30  Bye   

   浅原 啓祐

31  Bye  84
  浅野 裕城 [5]  

32 ＷＩＮＧＳ 浅野 裕城 [5]   
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33 広島文化学園大学 増田 哲也  

  増田 哲也  

34  Bye   

   佐久間 大樹

35  Bye  WO
  佐久間 大樹  

36 みなみ坂ＴＳ 佐久間 大樹   

   武久 翔悟

37 同志社大学 武久 翔悟  82
  武久 翔悟  

38  Bye   

   武久 翔悟

39  Bye  80
  三上 哲尚  

40 広島大学硬式庭球部 三上 哲尚   

   武久 翔悟

41 誠之館高校 猪原 雅久人  80
  猪原 雅久人  

42  Bye   

   猪原 雅久人

43  Bye  84
  竹野 友都  

44 やすいそ庭球部 竹野 友都   

   猪原 雅久人

45 広島大学硬式庭球部 權藤 潤  85
  權藤 潤  

46  Bye   

   權藤 潤

47  Bye  83
  青山 裕 [4]  

48 J'sons 青山 裕 [4]   

   武久 翔悟

49 広島大学硬式庭球部 吉井 恵三  86
  吉井 恵三  

50  Bye   

   吉井 恵三

51  Bye  81
  田坂 一馬  

52 広島文化学園大学 田坂 一馬   

   吉井 恵三

53 広島市立美鈴が丘高校 門脇 空志  85
  門脇 空志  

54  Bye   

   門脇 空志

55  Bye  81
  宇佐 天音  

56 みなみ坂ＴＳ 宇佐 天音   

   今井 翼
57 広島文化学園大学 内木 聖人  82

  内木 聖人  

58  Bye   

   今井 翼

59 同志社大学 今井 翼  80
  今井 翼  

60 広島大学硬式庭球部 庭野 颯真 80  

   今井 翼
61 雑草魂 中尾 恒太  83

  中尾 恒太  

62  Bye   

   古川 智一 [2]

63  Bye  83
  古川 智一 [2]  

64 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 古川 智一 [2]  

  

武久 翔悟
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1 FUTURE-ONE 井上 晴菜 [1]  

  井上 晴菜 [1]

2  Bye   

   井上 晴菜 [1]

3 Tension 和田 夏帆  80
  若栗 三葉  

4 広島市立基町高校 若栗 三葉 82  

   井上 晴菜 [1]

5 MAJOR 浜田 桃花 [3]  85
  浜田 桃花 [3]  

6 UP.set 西本 稲音 80  

   浜田 桃花 [3]

7 やすいそ庭球部 大島 絵里  98(2)
  松井 志乃  

8 福山葦陽高校 松井 志乃 80  

   井上 晴菜 [1]

9 広島市立美鈴が丘高校 西村 菜月 97
  西村 菜月  

10 広島文化学園大学 磯部 彩乃 80  

   西村 菜月

11 大竹市テニス協会 北野　史佳  81
  北野　史佳  

12 広陵高校 牧　由貴菜[4] WO  

   西村 菜月

13 ZONE 松田 沙織  83
  中澤 紀保  

14 みなみ坂TS 中澤 紀保 81

   中澤 紀保

15  Bye  WO

   

16 やすいそ庭球部 丸古 陽女 [2]  

  

 



3位決定戦
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浜田 桃花 [3] 


