
ワールドジュニアテニス2019　広島県予選 広域公園テニスコート

Ｕ１２　男子シングルス ２月９日～１０日

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

  

1 やすいそ庭球部 岩井 惺 [1]  

  岩井 惺 [1] 

2  Bye   

   岩井 惺 [1] 

3 NBテニスガーデン 増村 大吾  8-2  

  増村 大吾  

4 庭球館 松永 悠希 8-2   

   岩井 惺 [1] 

5 T-Step 秋本 涼太朗  8-3  

  秋本 涼太朗  

6  Bye   

   広瀬 慶明 

7  Bye  8-3  

  広瀬 慶明  

8 HIROテニスプランニング 広瀬 慶明   

   岩井 惺 [1] 

9 Tension 渡邉 栞太  8-1  

  渡邉 栞太  

10  Bye   

   渡邉 栞太 

11  Bye  8-2  

  髙川 空澄  

12 やすいそ庭球部 髙川 空澄   

   大下 遥希 [5] 

13 やすいそ庭球部 山中 佑記  8-2  

  藤原 和希  

14 NBテニスガーデン 藤原 和希 8-2   

   大下 遥希 [5] 

15  Bye  8-2  

  大下 遥希 [5]  

16 Scratch 大下 遥希 [5]   

   岩井 惺 [1] 

17 グリーンストーンヒルズ+J 内田 歩志 [3]  8-4  

  内田 歩志 [3]  

18  Bye   

   内田 歩志 [3] 

19 NBテニスガーデン 中島 綾也  8-0  

  中谷 光路郎  

20 やすいそ庭球部 中谷 光路郎 w.o.  

   内田 歩志 [3] 

21 Tension 山田 悠平  8-1  

  山田 悠平  

22  Bye   

   梶川 修史 

23  Bye  9-8(1)  

  梶川 修史  

24 やすいそ庭球部 梶川 修史   

   内田 歩志 [3] 

25 やすいそ庭球部 藤川 純大  8-0  

  藤川 純大  

26  Bye   

   藤川 純大 

27  Bye  8-0  

  加藤 匠真  

28 NBテニスガーデン 加藤 匠真   

   藤川 純大 

29 やすいそ庭球部 山本 蓮  9-7  

  森原 千一郎  

30 Tension 森原 千一郎 8-1   

   藤山 一千翔 [7] 

31  Bye  8-2  

  藤山 一千翔 [7]  

32 NBテニスガーデン 藤山 一千翔 [7]   



   岩井 惺 [1] 

33 みなみ坂TS 住田 涼成 [6]  8-2  

  住田 涼成 [6]  

34  Bye   

   住田 涼成 [6] 

35 やすいそ庭球部 川元 秀五  8-2  

  池下 侑真  

36 NBテニスガーデン 池下 侑真 8-4   

   住田 涼成 [6] 

37 Tension 江先 真優  9-7  

  江先 真優  

38  Bye   

   徳永 恢良 

39  Bye  8-3  

  徳永 恢良  

40 やすいそ庭球部 徳永 恢良   

   渡辺 咲玖 [4] 

41 T-Step 大塚 脩馬  8-6  

  大塚 脩馬  

42  Bye   

   大塚 脩馬 

43  Bye  8-0  

  富田 篤仁  

44 Scratch 富田 篤仁   

   渡辺 咲玖 [4] 

45 やすいそ庭球部 木村 逸希  8-4  

  岩見 俊輝  

46 Tension 岩見 俊輝 8-1   

   渡辺 咲玖 [4] 

47  Bye  8-5  

  渡辺 咲玖 [4]  

48 NBテニスガーデン 渡辺 咲玖 [4]   

   渡辺 咲玖 [4] 

49 やすいそ庭球部 山﨑 光 [8]  8-0  

  山﨑 光 [8]  

50  Bye   

   山﨑 光 [8] 

51  Bye  8-0  

  瀧本 琉  

52 Scratch 瀧本 琉   

   山﨑 光 [8] 

53 Tension 増本 蒼士  8-6  

  増本 蒼士  

54  Bye   

   信原 世昂 

55  Bye  8-0  

  信原 世昂  

56 庭球館 信原 世昂   

   山﨑 光 [8] 

57 Tension 小村 瑛紀  8-6  

  小村 瑛紀  

58  Bye   

   小村 瑛紀 

59  Bye  8-0  

  山田 悠世  

60 やすいそ庭球部 山田 悠世   

   大嶋 巧翔 [2] 

61 やすいそ庭球部 沖田 太陽  8-4  

  菅 凌生  

62 NBテニスガーデン 菅 凌生 8-6   

   大嶋 巧翔 [2] 

63  Bye  8-1  

  大嶋 巧翔 [2]  

64 福山テニス王国 大嶋 巧翔 [2]  

   

 順位 3-4 内田 歩志 [3]  

  内田 歩志 [3] 

 山﨑 光 [8] 7-6(7)  



  

 

Ｕ１２　男子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

順位 順位 5-8 大下 遥希 [5]  

1 岩井 惺 [1]  大下 遥希 [5] 

2 渡辺 咲玖 [4] 藤川 純大 6-2   

3 内田 歩志 [3]   大下 遥希 [5] 

4 山﨑 光 [8] 住田 涼成 [6]  6-2  

5 大下 遥希 [5]  大嶋 巧翔 [2]  

6 大嶋 巧翔 [2] 大嶋 巧翔 [2] 6-2  

7 住田 涼成 [6]   

8 藤川 純大 順位 7-8 藤川 純大  

9 渡邉 栞太  住田 涼成 [6] 

10 信原 世昂 住田 涼成 [6] 6-0  

11 藤山 一千翔 [7]   

12 徳永 恢良 順位 9-16 広瀬 慶明  

  渡邉 栞太 

 渡邉 栞太 6-1   

   渡邉 栞太 

 梶川 修史  6-1  

  藤山 一千翔 [7]  

 藤山 一千翔 [7] 6-0   

   渡邉 栞太 

 徳永 恢良  6-2  

  徳永 恢良  

 大塚 脩馬 6-2   

   信原 世昂 

 信原 世昂  6-3  

  信原 世昂  

 小村 瑛紀 6-1  

   

 順位 11-12 藤山 一千翔 [7]  

  藤山 一千翔 [7] 

 徳永 恢良 6-1  

   



ワールドジュニアテニス2019　広島県予選 広域公園テニスコート

Ｕ１２　女子シングルス ２月９日～１０日

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 やすいそ庭球部 上野 梨咲 [1]  

  上野 梨咲 [1] 

2  Bye   

   上野 梨咲 [1] 

3 NBテニスガーデン 森川 沙楽  8-3  

  大塚 あや  

4 庭球館 大塚 あや 8-0   

   上野 梨咲 [1] 

5 やすいそ庭球部 田中 愛  8-0  

  成田 結梨  

6 福山テニス王国 成田 結梨 8-6   

   田口 桜 [7] 

7  Bye  8-1  

  田口 桜 [7]  

8 Scratch 田口 桜 [7]   

   上野 梨咲 [1] 

9 グリーンストーンヒルズ+J 平田 早希 [3]  8-4  

  平田 早希 [3]  

10  Bye   

   平田 早希 [3] 

11 FUTURE-ONE 式部 愛美  8-2  

  山科 柚七  

12 NBテニスガーデン 山科 柚七 8-5   

   平田 早希 [3] 

13 福山テニス王国 竹堂 杏  8-2  

  東浜 理花  

14 やすいそ庭球部 東浜 理花 8-3   

   藤山 羽優 [5] 

15  Bye  8-3  

  藤山 羽優 [5]  

16 NBテニスガーデン 藤山 羽優 [5]   

   井上 季子 [2] 

17 NBテニスガーデン 渡辺 葵依 [8]  8-4  

  渡辺 葵依 [8]  

18  Bye   

   渡辺 葵依 [8] 

19  Bye  w.o. 

  山本 千尋  

20 FUTURE-ONE 山本 千尋   

   清田 あいこ [4] 

21 NBテニスガーデン 眞鍋 結衣  8-3  

  河野 光咲  

22 アキラITC 河野 光咲 8-6   

   清田 あいこ [4] 

23  Bye  8-5  

  清田 あいこ [4]  

24 やすいそ庭球部 清田 あいこ [4]   

   井上 季子 [2] 

25 グリーンストーンヒルズ+J 平田 里帆 [6]  8-0  

  平田 里帆 [6]  

26  Bye   

   平田 里帆 [6] 

27 福山テニス王国 永井 支麻  8-3  

  永井 支麻  

28 庭球館 松永 夢芽 8-5   

   井上 季子 [2] 

29 Tension 山本 優心  8-0  

  加藤 優瑞希  

30 NBテニスガーデン 加藤 優瑞希 8-3   

   井上 季子 [2] 

31  Bye  8-0  

  井上 季子 [2]  

32 やすいそ庭球部 井上 季子 [2]  

   

 順位 3-4 平田 早希 [3]  

  平田 早希 [3] 

 清田 あいこ [4] w.o. 



  

 

Ｕ１２　女子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

順位 順位 5-8 田口 桜 [7]  

1 井上 季子 [2]  藤山 羽優 [5] 

2 上野 梨咲 [1] 藤山 羽優 [5] 6-2   

3 平田 早希 [3]   藤山 羽優 [5] 

4 清田 あいこ [4] 渡辺 葵依 [8]  6-3  

5 藤山 羽優 [5]  平田 里帆 [6]  

6 平田 里帆 [6] 平田 里帆 [6] 6-1  

7 田口 桜 [7]   

8 渡辺 葵依 [8] 順位 7-8 田口 桜 [7]  

9 大塚 あや  田口 桜 [7] 

10 河野 光咲 渡辺 葵依 [8] 6-0  

11 東浜 理花   

12 永井 支麻 順位 9-16 大塚 あや  

  大塚 あや 

 成田 結梨 6-1   

   大塚 あや 

 山科 柚七  6-3  

  東浜 理花  

 東浜 理花 6-4   

   大塚 あや 

 山本 千尋  6-1  

  河野 光咲  

 河野 光咲 w.o.  

   河野 光咲 

 永井 支麻  w.o. 

  永井 支麻  

 加藤 優瑞希 6-3  

   

 順位 11-12 東浜 理花  

  東浜 理花 

 永井 支麻 w.o. 

   



ワールドジュニアテニス2019　広島県予選 広域公園テニスコート

Ｕ１４　男子シングルス ２月９日～１０日

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

  

1 みなみ坂TS 窪田 晃大 [1]  

  窪田 晃大 [1] 

2  Bye   

   窪田 晃大 [1] 

3 NBテニスガーデン 小林 碧  8-0  

  大島 碧斗  

4 やすいそ庭球部 大島 碧斗 9-8(7)   

   窪田 晃大 [1] 

5 NBテニスガーデン 小林 翠  8-4  

  小林 翠  

6  Bye   

   森本 泰至 

7  Bye  8-2  

  森本 泰至  

8 Tension 森本 泰至   

   窪田 晃大 [1] 

9 NBテニスガーデン 加藤 和  9-8(5)  

  加藤 和  

10  Bye   

   加藤 和 

11  Bye  8-2  

  廣本 陽優  

12 ノア・インドアステージ広島西 廣本 陽優   

   加藤 和 

13 福山テニス王国 成廣 遼太郎  8-5  

  澤井 颯来  

14 Scratch 澤井 颯来 8-1   

   藤川 典真 [5] 

15  Bye  8-3  

  藤川 典真 [5]  

16 やすいそ庭球部 藤川 典真 [5]   

   窪田 晃大 [1] 

17 やすいそ庭球部 酒井 和 [3]  w.o. 

  酒井 和 [3]  

18  Bye   

   酒井 和 [3] 

19 福山テニス王国 近藤 修造  8-0  

  近藤 修造  

20 TENNIS　ZONE　Hesaka 山広 健司 w.o.  

   酒井 和 [3] 

21 修道中学校 三谷 咲仁  8-3  

  三谷 咲仁  

22  Bye   

   坂宮 大樹 

23  Bye  8-1  

  坂宮 大樹  

24 NBテニスガーデン 坂宮 大樹   

   酒井 和 [3] 

25 福山テニス王国 江草 春樹  8-6  

  江草 春樹  

26  Bye   

   江草 春樹 

27  Bye  8-3  

  宮本 青昊  

28 T-Step 宮本 青昊   

   江草 春樹 

29 やすいそ庭球部 中島 淳一郎  9-7  

  金子 尚生  

30 NBテニスガーデン 金子 尚生 w.o.  

   金子 尚生 

31  Bye  8-3  

  広瀬 貴章 [7]  

32 HIROテニスプランニング 広瀬 貴章 [7]   



   窪田 晃大 [1] 

33 NBテニスガーデン 松浦 優樹 [8]  8-2  

  松浦 優樹 [8]  

34  Bye   

   松浦 優樹 [8] 

35 TENNIS　ZONE　Hesaka 朝迫 優哉  8-0  

  川元 晴空  

36 やすいそ庭球部 川元 晴空 w.o.  

   松岡 洸希 

37 広島学院中学校 藤井 陽大  8-4  

  藤井 陽大  

38  Bye   

   松岡 洸希 

39  Bye  8-1  

  松岡 洸希  

40 やすいそ庭球部 松岡 洸希   

   工藤 翼 [4] 

41 やすいそ庭球部 原 優斗  8-4  

  原 優斗  

42  Bye   

   原 優斗 

43  Bye  9-7  

  瀧本 惺  

44 Scratch 瀧本 惺   

   工藤 翼 [4] 

45 HIROテニスプランニング 広瀬 智章  8-2  

  広瀬 智章  

46 NBテニスガーデン 田中 統貴 8-0   

   工藤 翼 [4] 

47  Bye  8-2  

  工藤 翼 [4]  

48 福山テニス王国 工藤 翼 [4]   

   工藤 翼 [4] 

49 修道中学校 吉田 壮太朗 [6]  8-4  

  吉田 壮太朗 [6]  

50  Bye   

   吉田 壮太朗 [6] 

51 NBテニスガーデン 三好 啓斗  8-0  

  栂 洸成  

52 福山テニス王国 栂 洸成 8-4   

   吉田 壮太朗 [6] 

53 やすいそ庭球部 坂根 祐  8-2  

  坂根 祐  

54  Bye   

   山本 輝 

55  Bye  8-3  

  山本 輝  

56 Tension 山本 輝   

   藤原 陸 [2] 

57 リョーコーテニスクラブ 勝部 湊  8-2  

  勝部 湊  

58  Bye   

   山本 雄大 

59  Bye  8-5  

  山本 雄大  

60 FUTURE-ONE 山本 雄大   

   藤原 陸 [2] 

61 みなみ坂TS 田中 遼  w.o. 

  田中 遼  

62 NBテニスガーデン 打田 剛士 8-5   

   藤原 陸 [2] 

63  Bye  8-4  

  藤原 陸 [2]  

64 やすいそ庭球部 藤原 陸 [2]  

   

 順位 3-4 酒井 和 [3]  

  藤原 陸 [2] 

 藤原 陸 [2] w.o. 



  

 

Ｕ１４　男子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

順位 順位 5-8 加藤 和  

1 窪田 晃大 [1]  加藤 和 

2 工藤 翼 [4] 江草 春樹 6-2   

3 藤原 陸 [2]   加藤 和 

4 酒井 和 [3] 松岡 洸希  6-3  

5 加藤 和  吉田 壮太朗 [6]  

6 吉田 壮太朗 [6] 吉田 壮太朗 [6] 6-3  

7 松岡 洸希   

8 江草 春樹 順位 7-8 江草 春樹  

9 森本 泰至  松岡 洸希 

10 松浦 優樹 [8] 松岡 洸希 6-4  

11 坂宮 大樹   

12 山本 輝 順位 9-16 森本 泰至  

  森本 泰至 

 藤川 典真 [5] 6-4   

   森本 泰至 

 坂宮 大樹  6-4  

  坂宮 大樹  

 金子 尚生 6-1   

   森本 泰至 

 松浦 優樹 [8]  6-3  

  松浦 優樹 [8]  

 原 優斗 6-2   

   松浦 優樹 [8] 

 山本 輝  7-5  

  山本 輝  

 山本 雄大 w.o. 

   

 順位 11-12 坂宮 大樹  

  坂宮 大樹 

 山本 輝 6-4  

   



ワールドジュニアテニス2019　広島県予選 広域公園テニスコート

Ｕ１４　女子シングルス ２月９日～１０日

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 UP.Set 髙 絢果 [1]  

  髙 絢果 [1] 

2  Bye   

   髙 絢果 [1] 

3 Tension 北國 芽吹  8-1  

  北國 芽吹  

4 NBテニスガーデン 中川 愛梨 w.o.  

   髙 絢果 [1] 

5 福山テニス王国 中務 ひより  8-0  

  平田 愛菜 [9]  

6 グリーンストーンヒルズ+J 平田 愛菜 [9] 8-0   

   平田 愛菜 [9] 

7 NBテニスガーデン 坂田 綾子  8-3  

  坂田 綾子  

8 やすいそ庭球部 清瀧 海香 [8] w.o.  

   髙 絢果 [1] 

9 やすいそ庭球部 中岡 咲心 [4]  8-1  

  中岡 咲心 [4]  

10  Bye   

   中岡 咲心 [4] 

11 Scratch 大槻 早菜  8-0  

  村田 結愛  

12 NBテニスガーデン 村田 結愛 8-1   

   遠藤 愛渚 [5] 

13 やすいそ庭球部 田中 花  8-6  

  東 瑚子  

14 T-Step 東 瑚子 8-0   

   遠藤 愛渚 [5] 

15 グリーンストーンヒルズ+J 山口 明里  8-1  

  遠藤 愛渚 [5]  

16 ノア・インドアステージ広島西 遠藤 愛渚 [5] 8-1   

   髙 絢果 [1] 

17 Scratch 竹友 夢莉 [6]  8-3  

  竹友 夢莉 [6]  

18 NBテニスガーデン 藤本 怜矢 8-4   

   竹友 夢莉 [6] 

19 みなみ坂TS 濱崎 永遠  8-2  

  濱崎 永遠  

20 やすいそ庭球部 平林 愛琉 8-1   

   藤本 麻璃花 [3] 

21 NBテニスガーデン 眞鍋 芽依  8-0  

  眞鍋 芽依  

22 やすいそ庭球部 折本 はな 9-7   

   藤本 麻璃花 [3] 

23  Bye  8-0  

  藤本 麻璃花 [3]  

24 Tension 藤本 麻璃花 [3]   

   井上 佳苗 [2] 

25 アキラITC 平川 瑠菜 [7]  8-6  

  平川 瑠菜 [7]  

26 Tension 上杉 日奈詩 8-4   

   平川 瑠菜 [7] 

27 NBテニスガーデン 竹内 澪穂  8-0  

  濱本 弥  

28 T-Step 濱本 弥 8-4   

   井上 佳苗 [2] 

29 グリーンストーンヒルズ+J 毛利 悠香  8-0  

  成田 理梨  

30 福山テニス王国 成田 理梨 8-6   

   井上 佳苗 [2] 

31  Bye  8-0  

  井上 佳苗 [2]  

32 やすいそ庭球部 井上 佳苗 [2]  

   

 順位 3-4 遠藤 愛渚 [5]  

  藤本 麻璃花 [3] 

 藤本 麻璃花 [3] 6-3  



  

 

Ｕ１４　女子シングルス - 順位 5-16
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

順位 順位 5-8 平田 愛菜 [9]  

1 髙 絢果 [1]  中岡 咲心 [4] 

2 井上 佳苗 [2] 中岡 咲心 [4] 6-1   

3 藤本 麻璃花 [3]   中岡 咲心 [4] 

4 遠藤 愛渚 [5] 竹友 夢莉 [6]  6-0  

5 中岡 咲心 [4]  平川 瑠菜 [7]  

6 平川 瑠菜 [7] 平川 瑠菜 [7] 6-4  

7 竹友 夢莉 [6]   

8 平田 愛菜 [9] 順位 7-8 平田 愛菜 [9]  

9 濱本 弥  竹友 夢莉 [6] 

10 村田 結愛 竹友 夢莉 [6] 6-2  

11 北國 芽吹   

12 濱崎 永遠 順位 9-16 北國 芽吹  

  北國 芽吹 

 坂田 綾子 6-1   

   村田 結愛 

 村田 結愛  6-1  

  村田 結愛  

 東 瑚子 6-4   

   濱本 弥 

 濱崎 永遠  6-2  

  濱崎 永遠  

 眞鍋 芽依 6-0   

   濱本 弥 

 濱本 弥  6-2  

  濱本 弥  

 成田 理梨 6-0  

   

 順位 11-12 北國 芽吹  

  北國 芽吹 

 濱崎 永遠 6-1  

   


