
第94回全日本選手権　広島県予選大会

男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 QF SF F 勝者

  
1 ＦＵＴＵＲＥ-ＯＮＥ 古川 智一 [1]  

  古川 智一 [1]
2  Bye 1   

   大音 厚弘

3 広島文化学園大学 佐藤 優  ９８（８）
  大音 厚弘  

4 ﾙﾈｻﾝｽ広島東千田 大音 厚弘 83  

   小川 雄大

5 広島文化学園大学 内木 聖人  81
  權藤 潤  

6 広島大学硬式庭球部 權藤 潤 84  
   小川 雄大

7  Bye 7  80
  小川 雄大  

8 MHI広島 小川 雄大   

   小川 雄大

9 フォレストコースト 熊田 尚登 [3]  86
  熊田 尚登 [3]  

10  Bye 3   
   福田 翔一

11 ﾙﾈｻﾝｽ広島BPT 小田 龍輝  83
  福田 翔一  

12 T.C.S 福田 翔一 83  

   神野 良太
13 広島文化学園大学 田坂 一馬  84

  田坂 一馬  

14  Bye 21   
   神野 良太

15 広島大学硬式庭球部 庭野 颯真  81
  神野 良太  

16 みなみ坂ＴＳ 神野 良太 80  

   
17 西条ﾛｲﾔﾙTC 宗近 源太郎  

  宗近 源太郎  

18  Bye 6   
   宗近 源太郎

19 広島文化学園大学 竹野 友都  84
  竹野 友都  

20 広島大学硬式庭球部 荒尾 航平 84  

   宗近 源太郎

21 宮島ＴＣ 若元 一樹  ７４Ｒｅｔ
  若元 一樹  

22  Bye 19   
   若元 一樹

23 広陵高校 前野 廉翔  85
  丸石 拓海  

24 同志社大学 丸石 拓海 82  

   山﨑 義孝

25 広島文化学園大学 梶川 剛史  80
  山本 良樹  

26 NBテニスガーデン 山本 良樹 85  
   廣川 宏太

27  Bye 23  81
  廣川 宏太  

28 JFEｽﾁｰﾙ 廣川 宏太   

   山﨑 義孝

29 みなみ坂ＴＳ 佐久間 大樹  ６０Ｒｅｔ
  佐久間 大樹  

30 ながれもの 西原 充洋 86  
   山﨑 義孝

31  Bye 2  80
  山﨑 義孝 [2]  

32 西条ロイヤルTC 山﨑 義孝 [2]  

  

【三位決定戦】

宗近源太郎 ５    ＶＳ    ２
Ｒｅｔ

神野　良太

山﨑 義孝
81



第94回全日本選手権　広島県予選大会

女子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 QF SF F 勝者

  

1 やすいそ庭球部 丸古 陽女 [1]  

  西本 稲音

2 UP.set 西本 稲音 WO  

   西本 稲音

3 アキラITC 清瀧 愛海  86

  中島 亜希子  

4 広島市立美鈴が丘高校 中島 亜希子 85  

   西本 稲音

5 アキラITC 河野 仁美  85

  和田 夏帆  

6 山陽女学園 和田 夏帆 WO  

   浜田 桃花

7 T-Step 古谷 奏波  81

  浜田 桃花 [2]  

8 MAJOR 浜田 桃花 [2] 81
  

 

【三位決定戦】　　　　　　　

中島 亜希子 6   VS   ８ 和田　夏帆


