
<1> 主　　　催 ：広　島　県　テ　ニ　ス　協　会
主　　　管 ：広　島　市　テ　ニ　ス　協　会

<2> 後　 　援  ：  広島県
：広島市               　           （公財）広島市スポ－ツ協会

<3> 協　　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

<4> 開催期日 ：2019年11月16日(土）・17日（日）・23日（祝土）

【予備日】 11月24日（日）

<5> 会　　　場 ：広島広域公園テニスコ－ト（ハ－ドコ－ト/室内コ－トも使用します。）

<6> 参加資格 ：広島県テニス協会登録者（県協会に加盟する団体への登録者）

<7> 種　　　目 ：一般男子　/　シングルス・ダブルス 
：一般女子　/　シングルス・ダブルス 

<８> 公　　　認 ：本大会は『ＪＴＡ公認ト－ナメント』につき、ＪＯＰ対象大会です。（カテゴリ-Ｃ）

<９> ｼ-ﾄﾞ・ﾄﾞﾛ- ：ＪＯＰﾗﾝｷﾝｸﾞ（10/8日付け第41週現在）により、大会実行委員会にて決定されました。

<1０> 試合方法 ：ト－ナメント方式　（8ゲ－ムプロセット・8-8後タイブレ－ク）

<1１> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2019｣によります。

<1２> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2019｣によります。

<1３> 審　　　判 ：セルフジャッジ

<1４> 使　用　球 ：ダンロップ『FORT』

<1５> 委　　　員 ：ト－ナメント・デｲレクタ－　…　 原田　京子

：ト－ナメント・レフェリ- 　   …  高橋　　由啓

：アシスタント・レフェリ- 　   …  西村　りえ

<1６> 日　　　程 ：ドロ－にありますタイムスケジュ－ルによります。
：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<17> その他 ａ．本ト－ナメントは、すべてのプレ－ヤ-を公平に扱います。
ｂ．本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。
ｃ．ベスト４以上の方を表彰いたします。
ｄ．競技中の怪我等につきましては、応急処置は取りますが、責任は
 　 負いかねます。

<18> 注意事項 ①タイムスケジュ－ルの20分前までに、試合の出来る状態にて、出席を
　 届けてください。
②選手は　｢ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｐｌａｙ｣　に従ってコ－トに入り、速やかに試合を
　 始めて下さい。
③ドロ－番号の若い人がボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者が結果報告・ボ－ル返却願います。
④ウオ－ムアップはサ－ビス4本のみとします。

<19>   090-4654-1985　（大会期間中のみ,８：３０以降に連絡ができます。）

　　〔広島県テニス協会　大会運営委員会〕

第　98　回　　県　知　事　杯　広　島　県　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会

【　開　催　（実施）　要　項　】



第98回　県知事杯　広島県テニス選手権大会

　　※　このタイムスケジュ－ルはオ－ダ－オブプレイに相当するものです。

(20分前には出席を届けてください）

　　※　天候によって、変更される場合がありますので、ご了承ください。
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※尚、予定されたラウンドよりも進行する場合がありますので、ご了承ください。
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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
  

1 西条ﾛｲﾔﾙTC 山﨑 義孝 [1]  
   

2 やすいそ庭球部 坂根 和季   
    

3 呉工業高等専門学校 小村 亮世   
    

4 みなみ坂TS 河中 悠希   
    

5 みなみ坂TS 神野 良太   
    

6 東広島市テニス協会 酒井 和   
    

7 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 中西 康輔   
    

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 大下　 翔希   
    

9 みなみ坂TS 佐久間 大樹 [4]   
    

10 オシャ足 生野 藍   
    

11 草津TC 白井 智章   
    

12 西条ﾛｲﾔﾙTC 宗近 源太郎   
    

13 アキラITC 中川 正崇   
    

14 やすいそ庭球部 藤本 拓弥   
    

15 MHI広島 東 武志   
    

16 Since34 山本 晃史   
    

17 MHI広島 小川 雄大   
    

18 Since34 平川 大二   
    

19 みなみ坂TS 窪田 晃大   
    

20 Liberte 貝原 佑哉   
    

21 やすいそ庭球部 田鍋 佑輔   
    

22 T.C.S 福田 翔一   
    

23 宮島TC 若元 一樹   
    

24 フォレストコースト 熊田 尚登 [3]   
    

25 Since34 平野 晃義   
    

26 東広島市テニス協会 板倉 憂太   
    

27 アキラITC 中川 哲志   
    

28 Since34 梶川 聖織   
    

29 ながれもの 西原 充洋   
    

30 MHI広島 森永 雄一朗   
    

31 やすいそ庭球部 上本 啓伍   
    

32 FUTURE-ONE 古川 智一 [2]  

男子シングルス
第98回県知事杯　広島県選手権大会
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所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 みなみ坂TS 安部 由香莉 [1]  

   

2 UP.set 上林 真奈   

    

3 Tension 山本 佐織   

    

4 広島市立美鈴が丘高校 中島 亜希子   

    

5 やすいそ庭球部 西久保 絵里   

    

6 SIZE 水戸 雅子   

    

7 SIZE 西村 菜月   

    

8 UP.set 西本 稲音 [2]  

  

 

女子シングルス
第98回県知事杯　広島県選手権大会
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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

やすいそ庭球部 上本 啓伍

1 Since34 平野 晃義 上本 啓伍

  平野 晃義

2  Bye   

    

3  Bye 石川 拓人  

すぱこんず 石川 拓人 藤田 智也  

4 Good　Time 藤田 智也   

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 井上 哲平   

5 やすいそ庭球部 田鍋 佑輔   

ながれもの 今津 正博   

6 ながれもの 安澤 公哉   

    

7  Bye 中西 康輔  

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 中西 康輔 大下 翔希  

8 Ｓｃｒａｔｃｈ 大下　翔希   

Ｓｃｒａｔｃｈ 藤井 佑介   

9 Ｓｃｒａｔｃｈ 西村 守人   

すぱこんず 川野 照尚   

10 すぱこんず 田邉 寛文   

    

11  Bye 小川 雄大  

MHI広島 小川 雄大 若元 一樹  

12 宮島TC 若元 一樹   

Since34 梶川 聖織   

13 マツダ㈱ 梶田 博史 梶川 聖織  

  梶田 博史  

14  Bye   

Good　Time 今井 雄介   

15 Good　Time 土師 将大   

オシャ足 和田 典久   

16 オシャ足 城本 孝尋   

MHI広島 森永 雄一朗   

17 みなみ坂TS 神野 良太 森永 雄一朗  

  神野 良太  

18  Bye   

やすいそ庭球部 坂根 和季   

19 やすいそ庭球部 藤川 寛将   

Liberte 田邊 佑将   

20 Liberte 貝原 佑哉   

アキラITC 中川 哲志   

21 東広島市テニス協会 板倉 憂太   

みなみ坂TS 窪田 晃大   

22 東広島市テニス協会 酒井 和   

    

23  Bye 山本 晃史  

Since34 山本 晃史 渡辺 修宏  

24 ながれもの 渡辺 修宏   

みなみ坂TS 大谷 哲   

25 T.C.S 赤井 大輝   

同志社大学 丸石 拓海   

26 西条ﾛｲﾔﾙTC 宗近 源太郎   

    

27  Bye 平川 大二  

Since34 平川 大二 新見 晋也  

28 みなみ坂TS 新見 晋也   

草津TC 柳井 祥太   

29 草津TC 白井 智章   

フォレストコースト 熊田 尚登   

30 T.C.S 福田 翔一   

    

31  Bye 山本 純  

ぱこぉ～ん 山本 純 樋口 哲也  

32 ぱこぉ～ん 樋口 哲也  

男子ダブルス
第98回県知事杯　広島県選手権大会

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com



Rank 所属団体 1 2 3

1  

Win　The　Match

やすいそ庭球部

安成 靖子

西久保 絵里  R2 R3

2  

UP.set

UP.set

上林 真奈

西本 稲音 R2  R1

3  

Tension

アシニス

山本 佐織

白坂 美幸 R3 R1  

勝敗表 Pl. Pts  セット数   ゲーム  

1

安成 靖子

西久保 絵里 0 0 0 - 0 0 - 0

1

上林 真奈

西本 稲音 0 0 0 - 0 0 - 0

1

山本 佐織

白坂 美幸 0 0 0 - 0 0 - 0

女子ダブルス
第98回県知事杯　広島県選手権大会
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