
 2021 全国小学生広島県予選 みよし運動公園

男子シングルス 令和３年４月３日～４日

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

  

1 ＵＰ.Ｓｅｔ 森原 千一郎   

  森原 千一郎  

2  Bye   

   森原 千一郎  

3 やすいそ庭球部 岡﨑 智彦  8-1  

  岡﨑 智彦  

4 ＮＢテニスガーデン 加藤 広悠 8-0   

   森原 千一郎  

5 ＮＢテニスガーデン 財原 良輔  8-0  

  財原 良輔  

6 やすいそ庭球部 竹野 聡太 8-1   

   渡邉 廉仁  

7  Bye  8-1  

  渡邉 廉仁   

8 Tension 渡邉 廉仁    

   森原 千一郎  

9 Ｔ-Ｓｔｅｐ 大屋 海翔   8-4  

  大屋 海翔   

10  Bye   

   加藤 央悠 

11 ＮＢテニスガーデン 加藤 央悠  8-3  

  加藤 央悠  

12 やすいそ庭球部 折本 壮一 8-0   

   山田 悠世  

13 庭球館 石橋 煌大  8-1  

  山下 源太  

14 福山テニス王国 山下 源太 8-3   

   山田 悠世  

15  Bye  8-0  

  山田 悠世   

16 やすいそ庭球部 山田 悠世    

   山中 佑記  

17 やすいそ庭球部 山中 佑記   8-3  

  山中 佑記   

18  Bye   

   山中 佑記  

19 FUTURE-ONE 前川 崇琉  8-1  

  前川 崇琉  

20 ＮＢテニスガーデン 南角 健太 8-1   

   山中 佑記  

21 福山テニス王国 山本 翼輝  8-0  

  髙浦 健  

22 やすいそ庭球部 髙浦 健 8-0   

   高橋 英士  

23  Bye  8-4  

  高橋 英士   

24 ＮＢテニスガーデン 高橋 英士    

   山中 佑記  

25 やすいそ庭球部 沖田 太陽   8-2  

  沖田 太陽   

26  Bye   

   沖田 太陽  

27 グリーンストーンヒルズ＋J 桒田 創次郎  8-2  

  新 大輝  

28 ＮＢテニスガーデン 新 大輝 8-1   

   松永 悠希  

29 Scratch 沖本 彪真  8-6  

  神原 健人  

30 福山テニス王国 神原 健人 8-4   

   松永 悠希  

31  Bye  8-1  

  松永 悠希   

32 庭球館 松永 悠希    



   川元 秀五  

33 やすいそ庭球部 髙川 空澄   8-1  

  髙川 空澄   

34  Bye   

   髙川 空澄  

35 庭球館 林 諒羽  8-0  

  林 諒羽  

36 福山テニス王国 天野 宏汰 8-0   

   髙川 空澄  

37 やすいそ庭球部 山﨑 崇士朗  8-0  

  山﨑 崇士朗  

38 上本TS 江島 直紀 8-5   

   曽我部 健太  

39  Bye  8-0  

  曽我部 健太   

40 ＮＢテニスガーデン 曽我部 健太    

   広瀬 慶明  

41 やすいそ庭球部 舩越 太陽   8-5  

  舩越 太陽   

42  Bye   

   舩越 太陽  

43 FUTURE-ONE 久保 修一  8-5  

  江草 友聖  

44 福山テニス王国 江草 友聖 8-2   

   広瀬 慶明  

45 やすいそ庭球部 寺西 瑛太郎  8-0  

  熊谷 勇志  

46 ＮＢテニスガーデン 熊谷 勇志 8-0   

   広瀬 慶明  

47  Bye  8-3  

  広瀬 慶明   

48 HIROテニスプランニング 広瀬 慶明    

   川元 秀五  

49 みなみ坂ＴＳ 沖 利功斗   8-5  

  沖 利功斗   

50  Bye   

   沖 利功斗  

51 ＮＢテニスガーデン ウォード 千也理  8-0  

  瀧山 直  

52 やすいそ庭球部 瀧山 直 8-0   

   沖 利功斗  

53 庭球館 山田 蒼空  8-2  

  上野 遼真  

54 やすいそ庭球部 上野 遼真 8-1   

   佐野 瑛大  

55  Bye  8-4  

  佐野 瑛大   

56 福山テニス王国 佐野 瑛大    

   川元 秀五  

57 ＵＰ.Ｓｅｔ 神津 興宇   8-0  

  神津 興宇   

58  Bye   

   神津 興宇  

59 Ｔ-Ｓｔｅｐ 河上 京左  8-2  

  河上 京左  

60  Bye   

   川元 秀五  

61 Scratch 沖本 怜遠  8-0  

  沖本 怜遠  

62 TCS 城戸 星音 8-3   

   川元 秀五  

63  Bye  8-1  

  川元 秀五   

64 やすいそ庭球部 川元 秀五   

   

 順位 3-4 森原 千一郎   

  森原 千一郎  

 広瀬 慶明  8-2  

  



 

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 5-8 山田 悠世   

  山田 悠世  

 松永 悠希  6-2   

   山田 悠世  

 髙川 空澄   6-3  

  髙川 空澄   

 沖 利功斗  6-3  

   

 順位 7-8 松永 悠希   

  松永 悠希  

 沖 利功斗  6-4  

  



2021 全国小学生広島県予選 みよし運動公園

女子シングルス 令和３年４月３日～４日

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 グリーンストーンヒルズ＋J 平田 里帆   

  平田 里帆  

2  Bye   

   平田 里帆  

3 みなみ坂ＴＳ 小田 晴日  8-0  

  大森 唯愛  

4 ＮＢテニスガーデン 大森 唯愛 8-3   

   平田 里帆  

5 やすいそ庭球部 田中 咲希  8-0  

  山本 優心  

6 Tension 山本 優心 8-1   

   小笹 悠夏  

7 庭球館 谷口 梨奈  8-5  

  小笹 悠夏   

8 ＮＢテニスガーデン 小笹 悠夏  w.o.  

   平田 里帆  

9 ＮＢテニスガーデン 眞鍋 結衣   8-6  

  眞鍋 結衣   

10  Bye   

   眞鍋 結衣  

11 ＮＰＯ廿日市 藤田 花楓  8-0  

  原 莉衣咲  

12 グリーンストーンヒルズ＋J 原 莉衣咲 8-4   

   眞鍋 結衣  

13 やすいそ庭球部 野村 海心  8-2  

  野村 海心  

14 ＮＢテニスガーデン 森澤 フジ花 8-3   

   田中 愛  

15  Bye  8-0  

  田中 愛   

16 やすいそ庭球部 田中 愛    

   渡辺 葵依  

17 ＮＢテニスガーデン 柴山 那奈   8-2  

  柴山 那奈   

18  Bye   

   柴山 那奈  

19 ＮＢテニスガーデン 近藤　 紗衣  8-1  

  福岡 姫奈  

20 Tension 福岡 姫奈 8-0   

   藤山 羽優  

21 グリーンストーンヒルズ＋J 原 愛莉  8-2  

  原 愛莉  

22 Ｔ-Ｓｔｅｐ 山本 梨乃 8-4   

   藤山 羽優  

23  Bye  8-0  

  藤山 羽優   

24 やすいそ庭球部 藤山 羽優    

   渡辺 葵依  

25 みなみ坂ＴＳ 小田 朱莉   8-3  

  小田 朱莉   

26 ＮＢテニスガーデン 中島 麻衣 8-0   

   小田 朱莉  

27 Ｔ-Ｓｔｅｐ 大屋 結愛  8-0  

  久保 美貴子  

28 FUTURE-ONE 久保 美貴子 8-6   

   渡辺 葵依  

29 やすいそ庭球部 山本 咲和  8-1  

  山本 咲和  

30 グリーンストーンヒルズ＋J 山口　 実里 8-3   

   渡辺 葵依  

31  Bye  8-0  

  渡辺 葵依   

32 ＮＢテニスガーデン 渡辺 葵依   

   

 順位 3-4 眞鍋 結衣   

  藤山 羽優  

 藤山 羽優  8-5  



  

 

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 5-8 小笹 悠夏   

  田中 愛  

 田中 愛  6-2   

   小田 朱莉  

 柴山 那奈   6-3  

  小田 朱莉   

 小田 朱莉  6-4  

   

 順位 7-8 小笹 悠夏   

  柴山 那奈  

 柴山 那奈  6-2  

   

 順位 9-16 大森 唯愛  

  山本 優心 

 山本 優心 6-3   

   山本 優心 

 原 莉衣咲  6-1  

  野村 海心  

 野村 海心 6-3   

   福岡 姫奈 

 福岡 姫奈  6-1  

  福岡 姫奈  

 原 愛莉 6-2   

   福岡 姫奈 

 久保 美貴子  6-3  

  久保 美貴子  

 山本 咲和 6-2  

   

 順位 11-12 野村 海心  

  久保 美貴子 

 久保 美貴子 6-0  

   


