
    2020年度広島県ジュニア選手権大会

1 主 催

2 主 管

3 後　　　　　　援 広島県　広島市　（公財）広島県体育協会　（公財）広島市スポーツ協会

4 協　　　　　　賛 株式会社 ダンロップスポーツマーケティング

5 日 時 令和2年　10月10日(土)・10月11日(日) 予備日）　11月7日（土）・8日（日）

6 会 場

　　　　広島市安佐南区大塚西5丁目1-1

7 種 目

8 ド    ロ    ー ジュニア委員会にて決定されました。

9 試 合 方 法

10 ル　　 ー　　ル

服　　　　　　装 ＪＴＡ「テニスルールブック2020」によります。 （コンプレッションショーツ：ロング丈不可）

11 審　　　　　　判 セルフジャッジ

12 使 用 球

13 委　　　　　　員 トーメント・ディレクター …

トーメント・レフェリー … 石井　勇司

14 集　　　　　　合 タイムスケジュールにより現地集合を原則とします。

　　10日（土） 　男子1R 8:40 受付完了 (9時試合開始）

　男子２R　・　女子１R 10:40 受付完了

　女子2R 11:40 受付完了

15 欠場連絡先 …… 担当末島 （月　～　金）

・　大会当日 レフェリー …… 090-4654-1985　(AM8:00以降連絡がつきます。）

16 そ　　の　　他 （１）傷害などの応急処置は主催者側で行いますが、その後の責任はおいません。

（２）この大会は選手を平等に扱います。

17 連　絡　事　項 （１）新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを確認して下さい。

（２）大会当日、受付時に症状チェックリストを提出して下さい。

（３）（２）に該当してエントリーを取り下げる場合、参加料については徴収しません。

（４）今後の状況により、急遽変更・中止になる場合があります。

広島県テニス協会ジュニア委員会

ただし、天候その他の事情によりやむを得ない場合は試合方法を変更する事があります。

ＪＴＡ「テニスルールブック2020」によります。

ダンロップ　『FORT』

溝上　健文

・　広島県テニス協会事務局

広島広域公園テニスコート(ハード)

男女シングルス

8ゲームプロセット（8－8後タイブレーク）

順位決定戦は行いません。

　　　  　 【実施要項 17歳以下】

広島県テニス協会

広島県テニス協会ジュニア委員会



広島県ジュニア選手権大会 U17 広域公園テニスコート

男子シングルス 2020年10月10日～11日

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 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   

    

3 福山葦陽高校 佐藤 遥弥   

    

4 美鈴が丘高校 中本 誠拳   

    

5 福山テニス王国 佐藤 陽太   

    

6 修道高校 中山 佳亮   

    

7 MRA・サザンクロスTC 岩本 海輝   

    

8 みなみ坂ＴＳ 大谷 祐貴 [13/16]   

    

9 Scratch 平山 蒼 [9/12]   

    

10 美鈴が丘高校 青谷 拓実   

    

11 広島国際学院高校 朝妻 真弥   

    

12 福山葦陽高校 仁王 敬昌   

    

13 広島国際学院高校 牧野 明   

    

14 廿日市高校 尾原 侑空   

    

15  Bye   

  假野 耀市 [5/8]  

16 やすいそ庭球部 假野 耀市 [5/8]   

    

17 広陵高校 前野 廉翔 [3/4]   

  前野 廉翔 [3/4]  

18  Bye   

    

19 広島国際学院高校 小西 航河   

    

20 NBテニスガーデン 三好 裕稀   

    

21 広島国際学院高校 藤重 歩夢   

    

22 美鈴が丘高校 松山 空牙   

    

23 修道高校 柳井 大輝   

    

24 やすいそ庭球部 藤川 寛将 [13/16]   

    

25 福山テニス王国 北村 晋悟 [9/12]   

  北村 晋悟 [9/12]  

26  Bye   

    

27 福山葦陽高校 新妻 空也   

    

28 広島国際学院高校 里田 大和   

    

29 美鈴が丘高校 三浦 惇寛   

    

30 修道高校 大谷 哲   

    

31  Bye   

  田中 優次 [5/8]  

32 広島国際学院高校 田中 優次 [5/8]   



    

33 広島国際学院高校 大田 恵士 [5/8]   

  大田 恵士 [5/8]  

34  Bye   

    

35 美鈴が丘高校 北中 啓太   

    

36 福山葦陽高校 吉川 陽太   

    

37 広島国際学院高校 沖見 裕一   

    

38 修道高校 杉山 快斗   

    

39  Bye   

  寺田 涼太郎 [9/12]  

40 福山テニス王国 寺田 涼太郎 [9/12]   

    

41 やすいそ庭球部 酒井 蓮生 [13/16]   

    

42 美鈴が丘高校 岩﨑 晟和   

    

43 広島国際学院高校 角振 啓太   

    

44 MRA・サザンクロスTC 門田 真弥   

    

45 広島国際学院高校 賀村 慎吾   

    

46 NBテニスガーデン 遊佐 悠治   

    

47  Bye   

  大下 翔希 [3/4]  

48 Scratch 大下 翔希 [3/4]   

    

49 みなみ坂TS 田中 晴 [5/8]   

  田中 晴 [5/8]  

50  Bye   

    

51 修道高校 海道 俊貴   

    

52 広島国際学院高校 山根 渉理   

    

53 広島国際学院高校 梶原 剛秀   

    

54 美鈴が丘高校 林 彗星   

    

55  Bye   

  梅本 陸斗 [9/12]  

56 廿日市高校 梅本 陸斗 [9/12]   

    

57 ノア・インドアステージ広島西 北原 仁 [13/16]   

    

58 広島国際学院高校 梨田 響生   

    

59 ＮＰＯ廿日市 織田 大慎   

    

60 美鈴が丘高校 山下 蓮人   

    

61 美鈴が丘高校 衣笠 統優   

    

62 福山テニス王国 當田 悠樹   

    

63  Bye   

  中本 悠水 [2]  

64 広島国際学院高校 中本 悠水 [2]  



広島県ジュニア選手権大会 U17 広域公園テニスコート

女子シングルス 2020年10月10日～11日

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 やすいそ庭球部 河野 由衣 [1]  

  河野 由衣 [1] 

2  Bye   

    

3 HIROテニスプランニング 宇根 小百々   

    

4 広陵高校 茶園 里咲   

    

5 安田女子高校 春貝地 佐奈 [3/4]   

  春貝地 佐奈 [3/4]  

6  Bye   

    

7 NBテニスガーデン 阿部 桃子   

    

8 みなみ坂TS 大貫 愛莉   

    

9 安田女子高校 藤山 心羽   

  藤山 心羽  

10  Bye   

    

11  Bye   

  久富 祐佳 [3/4]  

12 NBテニスガーデン 久富 祐佳 [3/4]   

    

13 NBテニスガーデン 正本 愛莉   

    

14 安田女子高校 中本 麻捺   

    

15  Bye   

  松本 琉亜 [2]  

16 美鈴が丘高校 松本 琉亜 [2]  


