
第96回県知事杯 広島県選手権大会（男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1）
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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  
1 FUTURE-ONE 古川 智一 [1]  

  古川 智一 [1]

2  Bye   
   古川 智一

3 広島大学硬式庭球部 野村 聡介  85
  野村 聡介  

4 呉高専 岩本 孝太 80  

   古川 智一

5 オシャレは足元から 和田 典久  86
  和田 典久  

6  Bye   

   田坂 一馬

7  Bye  83
  田坂 一馬  

8 広島文化学園大学 田坂 一馬   

   權藤 潤
9 呉高専 大野 耕平  84

  大野 耕平  

10  Bye   
   武田 俊

11 Since34 武田 俊  81
  武田 俊  

12 ながれもの 西原 充洋 84  

   權藤 潤
13 草津TC 白井 智章  82

  白井 智章  

14  Bye   
   權藤 潤

15  Bye  84
  權藤 潤  

16 広島大学硬式庭球部 權藤 潤   

   
17 WINGS 浅野 裕城 [3]  83

  浅野 裕城 [3]  

18  Bye   
   山口 泰史

19  Bye  85
  山口 泰史  

20 オシャレは足元から 山口 泰史   

   平野 晃義

21 Since34 平野 晃義  81
  平野 晃義  

22 ち～むB 島 敏晴 80  

   平野 晃義

23  Bye  80
  浅原 啓祐  

24 広島大学硬式庭球部 浅原 啓祐   

   平野 晃義

25 広島文化学園大学 内木 聖人  86
  當田 悠樹  

26 福山テニス王国 當田 悠樹 98(2)  

   庭野 颯真

27  Bye  80
  庭野 颯真  

28 広島大学硬式庭球部 庭野 颯真   

   庭野 颯真

29 呉高専 脇本 諒  84
  脇本 諒  

30  Bye   
   中村 洸介

31 シャープ 中村 洸介  81
  中村 洸介  

32 ながれもの 熊坂 雄司 97  

平野 晃義 
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33 Since34 山本 晃史   

  山本 晃史  

34  Bye   
   山本 晃史

35  Bye  83
  高梨 智弘  

36 オシャレは足元から 高梨 智弘   

   山本 晃史

37 呉高専 小村 亮世  83
  小村 亮世  

38  Bye   
   和田 侑士

39 watch 和田 侑士  98(5)
  和田 侑士  

40 広島大学硬式庭球部 加藤 圭悟 86  

   渡辺 修宏

41 広島文化学園大学 増田 哲也  86
  増田 哲也  

42  Bye   
   杉田 和範

43  Bye  80
  杉田 和範  

44 JFEｽﾁｰﾙ 杉田 和範   

   渡辺 修宏

45 呉高専 芥屋 光之介  80
  吉井 恵三  

46 広島大学硬式庭球部 吉井 恵三 80  

   渡辺 修宏

47  Bye  85
  渡辺 修宏  

48 ながれもの 渡辺 修宏   

    

49 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原 大樹  Ｎｏｔ  
  松田 勇気 Ｐｌａｙｅｄ  

50 広島大学硬式庭球部 松田 勇気 86  

   梶川 剛史

51  Bye  86
  梶川 剛史  

52 広島文化学園大学 梶川 剛史   

   松村 駿
53 ながれもの 松尾 直樹  80

  松尾 直樹  

54  Bye   
   松村 駿

55  Bye  84
  松村 駿  

56 Liberte 松村 駿   

   松村 駿
57 やすいそ庭球部 上本 啓伍  97

  上本 啓伍  

58  Bye   
   上本 啓伍

59 みなみ坂TS 河中 悠希  82
  河中 悠希  

60 Since34 梶川 聖織 97  

   日浦大貴

61 広島文化学園大学 行安 皓  84
  行安 皓  

62  Bye   
   日浦大貴

63  Bye  82
  日浦 大貴 [2]  

64 広島大学硬式庭球部 日浦 大貴 [2]  

  

ＷＯ
平野 晃義



第96回県知事杯 広島県選手権大会（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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 やすいそ庭球部 大島 絵里 [1]  

  大島 絵里 [1]

2 SIZE 水戸 雅子 81  

   大島 絵里

3 広島文化学園大学 磯部 彩乃  84
  西本 稲音  

4 UP.set 西本 稲音 82  

   上野 京香

5 福山テニス王国 宇根 小百々  82
  山本 佐織  

6 Tension 山本 佐織 85  

   上野 京香

7 ZONE 松田 沙織  81
  上野 京香  

8 やすいそ庭球部 上野 京香 80
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広島大学硬式庭球部 庭野 颯真
1 広島大学硬式庭球部 日浦 大貴 庭野 颯真

  日浦 大貴

2  Bye  吉井 恵三
みなみ坂TS 新見 晋也  四之宮 諒

3 みなみ坂TS 真鍋 光 吉井 恵三 86
広島大学硬式庭球部 吉井 恵三 四之宮 諒  

4 広島大学硬式庭球部 四之宮 諒 86 吉井 恵三

広島銀行 山本 秀  四之宮 諒

5 Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介 山本 秀 86
  藤井 佑介  

6  Bye  松尾 直樹
watch 和田 侑士  渡辺 修宏

7 オシャレは足元から 和田 典久 松尾 直樹 97
ながれもの 松尾 直樹 渡辺 修宏  

8 ながれもの 渡辺 修宏 83 吉井 恵三

やすいそ庭球部 山本 純  四之宮 諒

9 やすいそ庭球部 樋口 哲也 山本 純 86
 樋口 哲也  

10  Bye  山本 純
呉高専 大野 耕平  樋口 哲也

11 呉高専 脇本 諒 松田 勇気 83
広島大学硬式庭球部 松田 勇気 野村 聡介  

12 広島大学硬式庭球部 野村 聡介 WO 山本  純

ながれもの 下仲　 総  樋口哲也

13 ながれもの 安澤 公哉 下仲　 総 84
広島文化学園大学 梶川 剛史 安澤 公哉  

14 広島文化学園大学 行安 皓 83 久木 大地
   高梨 智弘

15  Bye 久木 大地 81
オシャレは足元から 久木 大地 高梨 智弘  

16 オシャレは足元から 高梨 智弘   

呉高専 小村 亮世   

17 呉高専 芥屋 光之介 小村 亮世  

  芥屋 光之介  

18  Bye  山口 泰史
福山葦陽高校 佐藤 優  長藤 大

19 広島文化学園大学 田坂 一馬 山口 泰史 83
オシャレは足元から 山口 泰史 長藤 大  

20 オシャレは足元から 長藤 大 81 須賀沼 大幹

広島大学硬式庭球部 須賀沼 大幹  風早 功太

21 広島大学硬式庭球部 風早 功太 須賀沼 大幹 83
  風早 功太  

22  Bye  須賀沼 大幹
Win　The　Match 城本 孝尋  風早 功太

23 Since34 武田 俊 奥田 直緒基 82
Ｓｃｒａｔｃｈ 奥田 直緒基 梶川 聖織  

24 Since34 梶川 聖織 97 上本 啓伍

広島大学硬式庭球部 權藤 潤  平野 晃義

25 広島大学硬式庭球部 浅原 啓祐 山本 晃史 84
Since34 山本 晃史 笹原 大樹  

26 ぢっぷす＠ｺｲﾝ通り 笹原 大樹 82 山本 晃史
   笹原 大樹

27  Bye 熊坂 雄司 83
ながれもの 熊坂 雄司 西原 充洋  

28 ながれもの 西原 充洋  上本 啓伍

広島文化学園大学 内木 聖人  平野 晃義

29 広島文化学園大学 増田 哲也 秋山 優太 80
Ｓｃｒａｔｃｈ 秋山 優太 西村 守人  

30 Ｓｃｒａｔｃｈ 西村 守人 80 上本 啓伍
   平野 晃義

31  Bye 上本 啓伍 81
やすいそ庭球部 上本 啓伍 平野 晃義  

32 Since34 平野 晃義  

85

上本 啓伍

平野 晃義
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やすいそ庭球部 大島 絵里

1 Win　The　Match 安成 靖子 大島 絵里

Tension 山本 佐織 安成 靖子

2 アシニス 白坂 美幸 98(1)
GRANDE 五重目 明子  

3 GRANDE 石橋 実佳 岩田 麻美

みなみ坂TS 岩田 麻美 松浦 玲子  

4 M＆遊 松浦 玲子 80
  

 

97
松浦 玲子

岩田 麻美


