
2019全日本ジュニア選抜室内　広島県予選 広域公園テニスコート

男子シングルス 令和元年７月６日～７月７日

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 広島国際学院高校 蔵田 太洋 [1]  

  蔵田 太洋 [1] 

2  Bye   

   蔵田 太洋 [1] 

3 NBテニスガーデン 森川 志温  8-1  

  大谷 哲  

4 修道中学校 大谷 哲 8-1   

   蔵田 太洋 [1] 

5 T-Step 宮本 青昊  8-1  

  宮本 青昊  

6  Bye   

   山田 幸征 

7  Bye  8-1  

  山田 幸征  

8 やすいそ庭球部 山田 幸征   

   蔵田 太洋 [1] 

9 福山テニス王国 工藤 翼  8-1  

  工藤 翼  

10  Bye   

   工藤 翼 

11  Bye  8-4  

  藤川 寛将  

12 やすいそ庭球部 藤川 寛将   

   工藤 翼 

13 NBテニスガーデン 寺川 陽基  8-4  

  寺川 陽基  

14 修道高校 山田 航輝 w.o.  

   前野 廉翔 [13] 

15  Bye  8-4  

  前野 廉翔 [13]  

16 広陵高校 前野 廉翔 [13]   

   蔵田 太洋 [1] 

17 やすいそ庭球部 酒井 和 [11]  8-6  

  酒井 和 [11]  

18  Bye   

   酒井 和 [11] 

19 FUTURE-ONE 前川 琉椰  8-1  

  中山 佳亮  

20 NBテニスガーデン 中山 佳亮 8-5   

   酒井 和 [11] 

21 やすいそ庭球部 酒井 蓮生  8-1  

  酒井 蓮生  

22  Bye   

   酒井 蓮生 

23  Bye  8-6  

  内田 歩志  

24 グリーンストーンヒルズ+J 内田 歩志   

   中西 康輔 [5] 

25 福山ロイヤルTC 渡辺 海人  8-1  

  渡辺 海人  

26  Bye   

   渡辺 海人 

27  Bye  8-2  

  山本 陽  

28 Tension 山本 陽   

   中西 康輔 [5] 

29 やすいそ庭球部 假野 耀市  8-2  

  假野 耀市  

30 舟入高校 林 洸希 8-3   

   中西 康輔 [5] 

31  Bye  8-0  

  中西 康輔 [5]  

32 NBテニスガーデン 中西 康輔 [5]   



   蔵田 太洋 [1] 

33 Scratch 大下 翔希 [3]  8-3  

  大下 翔希 [3]  

34  Bye   

   大下 翔希 [3] 

35 ノア・インドアステージ広島西 尾原 侑空  8-0  

  尾原 侑空  

36 NBテニスガーデン 筒井 勇仁 8-5   

   大下 翔希 [3] 

37 広陵高校 板垣 遥  8-0  

  板垣 遥  

38  Bye   

   板垣 遥 

39  Bye  8-3  

  岡野 至流  

40 やすいそ庭球部 岡野 至流   

   大下 翔希 [3] 

41 やすいそ庭球部 中村 優太  8-2  

  中村 優太  

42  Bye   

   中村 優太 

43 みなみ坂TS 兼口 飛来  8-3  

  杉山 快斗  

44 修道中学校 杉山 快斗 8-4   

   中村 優太 

45 県立広島工業高校 河向 隆佑  8-3  

  梅本 陸斗  

46 廿日市高校 梅本 陸斗 8-3   

   郷坪 凌太郎 [16] 

47  Bye  8-3  

  郷坪 凌太郎 [16]  

48 T-Step 郷坪 凌太郎 [16]   

   大下 翔希 [3] 

49 NBテニスガーデン 田中 晴 [10]  8-4  

  田中 晴 [10]  

50  Bye   

   田中 晴 [10] 

51 T-Step 大塚 脩馬  8-2  

  大塚 脩馬  

52 やすいそ庭球部 山﨑 将 9-8(4)   

   田中 晴 [10] 

53 NPO廿日市 織田 大慎  8-2  

  織田 大慎  

54  Bye   

   織田 大慎 

55  Bye  8-6  

  髙野 航輔  

56 Tension 髙野 航輔   

   窪田 晃大 [6] 

57 やすいそ庭球部 安達 隆太郎  8-4  

  安達 隆太郎  

58  Bye   

   安達 隆太郎 

59  Bye  8-5  

  田中 暖人  

60 廿日市高校 田中 暖人   

   窪田 晃大 [6] 

61 福山テニス王国 江草 春樹  9-8(2)  

  江草 春樹  

62 修道高校 神田 悠希 8-3   

   窪田 晃大 [6] 

63  Bye  8-2  

  窪田 晃大 [6]  

64 みなみ坂TS 窪田 晃大 [6]   



   蔵田 太洋 [1] 

65 広島城北高校 竹下 晴喜 [8]  8-2  

  竹下 晴喜 [8]  

66  Bye   

   竹下 晴喜 [8] 

67 Tension 山本 輝  8-1  

  山本 輝  

68 NBテニスガーデン 筒井 貴仁 8-5   

   竹下 晴喜 [8] 

69 NPO廿日市 白川 遥隆  8-3  

  白川 遥隆  

70  Bye   

   原 優斗 

71  Bye  8-1  

  原 優斗  

72 やすいそ庭球部 原 優斗   

   竹下 晴喜 [8] 

73 Scratch 澤井 颯来  8-6  

  澤井 颯来  

74  Bye   

   式部 正人 

75  Bye  8-4  

  式部 正人  

76 FUTURE-ONE 式部 正人   

   城戸 星羽 [12] 

77 NBテニスガーデン 原口 祐輔  8-2  

  藤川 典真  

78 やすいそ庭球部 藤川 典真 8-3   

   城戸 星羽 [12] 

79  Bye  8-3  

  城戸 星羽 [12]  

80 ノア・インドアステージ広島西 城戸 星羽 [12]   

   宮川 桂輔 [4] 

81 アシニスクラブ 加藤 和 [15]  8-3  

  加藤 和 [15]  

82  Bye   

   加藤 和 [15] 

83 ノア・インドアステージ広島西 田中 遼  8-3  

  弓井 柊二  

84 やすいそ庭球部 弓井 柊二 w.o.  

   加藤 和 [15] 

85 NBテニスガーデン 稲田 悠人  8-2  

  稲田 悠人  

86  Bye   

   寺田 涼太郎 

87  Bye  8-0  

  寺田 涼太郎  

88 福山テニス王国 寺田 涼太郎   

   宮川 桂輔 [4] 

89 T-Step 平山 蒼  8-1  

  平山 蒼  

90  Bye   

   平山 蒼 

91  Bye  8-4  

  大谷 裕貴  

92 みなみ坂TS 大谷 裕貴   

   宮川 桂輔 [4] 

93 やすいそ庭球部 千同 力生  8-1  

  千同 力生  

94 UP.Set 岩見 俊輝 w.o.  

   宮川 桂輔 [4] 

95  Bye  8-0  

  宮川 桂輔 [4]  

96 NBテニスガーデン 宮川 桂輔 [4]   



   宮川 桂輔 [4] 

97 広陵高校 中島 蓮翔 [7]  8-4  

  中島 蓮翔 [7]  

98  Bye   

   中島 蓮翔 [7] 

99 やすいそ庭球部 上田 遥斗  8-3  

  上田 遥斗  

100 修道高校 赤井 大輝 8-3   

   中島 蓮翔 [7] 

101 NBテニスガーデン 廣本 壮汰  8-0  

  廣本 壮汰  

102  Bye   

   廣本 壮汰 

103  Bye  9-8(7)  

  北村 晋悟  

104 福山テニス王国 北村 晋悟   

   中島 蓮翔 [7] 

105 やすいそ庭球部 富田 航平  8-2  

  富田 航平  

106  Bye   

   富田 航平 

107  Bye  8-1  

  杉山 達哉  

108 みなみ坂TS 杉山 達哉   

   田中 優次 [9] 

109 Scratch 川口 颯太  8-4  

  川口 颯太  

110 NBテニスガーデン 石田 遥輝 8-0   

   田中 優次 [9] 

111  Bye  8-0  

  田中 優次 [9]  

112 五日市中学校 田中 優次 [9]   

   中本 悠水 [2] 

113 やすいそ庭球部 浜岡 柊生 [14]  8-2  

  浜岡 柊生 [14]  

114  Bye   

   浜岡 柊生 [14] 

115 NBテニスガーデン 田中 統貴  8-5  

  山崎 航世  

116 みなみ坂TS 山崎 航世 8-0   

   浜岡 柊生 [14] 

117 NBテニスガーデン 中野 力  8-3  

  中野 力  

118  Bye   

   中野 力 

119  Bye  8-6  

  大田 恵士  

120 T-Step 大田 恵士   

   中本 悠水 [2] 

121 修道中学校 吉田 壮太朗  8-1  

  吉田 壮太朗  

122  Bye   

   吉田 壮太朗 

123  Bye  8-0  

  沖野 時基  

124 県立広島工業高校 沖野 時基   

   中本 悠水 [2] 

125 ノア・インドアステージ広島西 北原 仁  8-1  

  北原 仁  

126 やすいそ庭球部 松岡 洸希 8-3   

   中本 悠水 [2] 

127  Bye  8-0  

  中本 悠水 [2]  

128 広島国際学院高校 中本 悠水 [2]  

   

 順位 3-4 大下 翔希 [3]  

  中本 悠水 [2] 

 中本 悠水 [2] 8-1  



  

 

男子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

順位  

1 蔵田 太洋  順位 5-8 中西 康輔 [5]  

2 宮川 桂輔   中西 康輔 [5] 

3 中本 悠水  窪田 晃大 [6] 6-2   

4 大下 翔希    中西 康輔 [5] 

5 中西 康輔  竹下 晴喜 [8]  6-0  

6 中島 蓮翔   中島 蓮翔 [7]  

7 竹下 晴喜  中島 蓮翔 [7] 6-3  

8 窪田 晃大    

順位 7-8 窪田 晃大 [6]  

  竹下 晴喜 [8] 

 竹下 晴喜 [8] 6-4  

   



2019全日本ジュニア選抜室内　広島県予選 広域公園テニスコート

女子シングルス 令和元年７月６日～７月７日

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 やすいそ庭球部 丸古 陽女 [1]  

  丸古 陽女 [1] 

2  Bye   

   丸古 陽女 [1] 

3 NBテニスガーデン 久富 祐佳  8-1  

  久富 祐佳  

4 ルネサンス広島ボールパーク 松﨑 莉央 8-2   

   丸古 陽女 [1] 

5 やすいそ庭球部 藤山 心羽  8-2  

  藤山 心羽  

6 Tension 北國 芽吹 8-3   

   井上 季子 [8] 

7 アシニスクラブ 日高 春奈  8-6  

  井上 季子 [8]  

8 やすいそ庭球部 井上 季子 [8] 8-3   

   中岡 咲心 [6] 

9 UP.Set 髙 絢果 [4]  8-6  

  髙 絢果 [4]  

10 福山テニス王国 宇根 小百々 8-2   

   髙 絢果 [4] 

11 やすいそ庭球部 松本 琉亜  8-5  

  河野 歩花  

12 NBテニスガーデン 河野 歩花 8-1   

   中岡 咲心 [6] 

13 NBテニスガーデン 新衣 梨花  8-5  

  藤山 羽優  

14 やすいそ庭球部 藤山 羽優 8-3   

   中岡 咲心 [6] 

15 Tension 上杉 日奈詩  8-1  

  中岡 咲心 [6]  

16 やすいそ庭球部 中岡 咲心 [6] 8-2   

   中岡 咲心 [6] 

17 やすいそ庭球部 上野 梨咲 [7]  8-5  

  上野 梨咲 [7]  

18 Tension 和田 夏帆 8-3   

   上野 梨咲 [7] 

19 みなみ坂TS 中澤 紀保  8-0  

  中澤 紀保  

20 やすいそ庭球部 折本 はな 8-1   

   上野 京香 [3] 

21 NBテニスガーデン 藤本 怜矢  9-7  

  藤本 怜矢  

22 やすいそ庭球部 東浜 理花 9-8(4)   

   上野 京香 [3] 

23 Scratch 竹友 夢莉  8-2  

  上野 京香 [3]  

24 やすいそ庭球部 上野 京香 [3] 8-2   

   井上 佳苗 [5] 

25 やすいそ庭球部 井上 佳苗 [5]  8-5  

  井上 佳苗 [5]  

26 美鈴が丘高校 築城 サヤ 8-3   

   井上 佳苗 [5] 

27 NBテニスガーデン 村田 結愛  8-1  

  村田 結愛  

28 やすいそ庭球部 田中 花 8-5   

   井上 佳苗 [5] 

29 グリーンストーンヒルズ+J 平田 早希  8-1  

  河野 由衣  

30 やすいそ庭球部 河野 由衣 w.o.  

   古谷 奏波 [2] 

31  Bye  9-7  

  古谷 奏波 [2]  

32 T-Step 古谷 奏波 [2]  

   

 順位 3-4 丸古 陽女 [1]  

  丸古 陽女 [1] 

 上野 京香 [3] 8-1  



  

 

女子シングルス - 順位 5-8
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

順位  

1 中岡 咲心  順位 5-8 井上 季子 [8]  

2 井上 佳苗   髙 絢果 [4] 

3 丸古 陽女  髙 絢果 [4] 6-0   

4 上野 京香    髙 絢果 [4] 

5 髙 絢果  上野 梨咲 [7]  6-1  

6 上野 梨咲   上野 梨咲 [7]  

7 井上 季子  古谷 奏波 [2] 6-1  

8 古谷 奏波    

 順位 7-8 井上 季子 [8]  

  井上 季子 [8] 

 古谷 奏波 [2] 6-1  

   


