
主催… 広島市テニス協会
後援… 広島市・（公財）広島市スポーツ協会
協賛… ㈱ダンロップスポーツマーケティング
期日…
会場… 広島広域公園テニスコート　(広島市安佐南区大塚西 )

【大会日程】

11月7日 11月8日

オープンの部 １Ｒ～

9:00試合開始予定

１～４年生の部 １Ｒ～

9:00試合開始予定

オープンの部 １Ｒ～

9:00試合開始予定

１～４年生の部 １Ｒ～

9:00試合開始予定

【大会注意事項】

1.試合方式 トーナメント方式

すべての試合を１セットマッチ(6-6後タイブレーク)，セミアドバンテージ方式で行います。

ただし、天候、その他の状況により変更して行う場合があります。

『ＪＴＡルール』『ＪＴＡトーナメント競技規則』に基づいて行います。

２．受　　付

出席を届けた後は、いつでもコートには入れるようにして下さい。

３．ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ サービス４本

４．審　　判 全試合をセルフジャッジとします。

５．服　　装 『ＪＴＡトーナメント競技規則』服装規定を準用します。

天候等気象条件により，ウォーミングアップ等の着用を認めます。

（体操服等の着用も場合によっては認めます。テニスシューズは必ず着用してください。）

６．使用球 オープンの部： ダンロップＦＯＲＴ

１～4年生の部： ダンロップSTAGE１　GREEN

７．雨天等の問合わせ

コート集合を原則とします。

雨が降っても待機して始めることがありますので、注意して下さい。

【レフェリー】 福井　由紀子
【ｱｼｽﾀﾝﾄ･ﾚﾌｪﾘｰ】 小笠原　裕子

【大会本部連絡先】 090-9068-4552 （大会期間中のみ連絡できます）

http://hcta.jp

残り試合

2015年11月7日(土)・11月8日(日)

★★　第56回広島市秋季小学生テニス選手権大会　★★

男子

女子
残り試合

ゴミは持ち帰って下さい

次の日程・試合開始予定時刻・集合場所は，現地でレフェリーの指示に従って下さい。

会場に，試合開始予定２０分前までに集合し，
受付を済ませておいてください。



【タイムテーブル】（注：開始予定時刻です）
※なお，このタイムテーブルをもって，オーダーオブプレーとします。

11月7日

時間

9:00 男子オープンの部　１，２R

女子オープンの部　１，２R

11月8日

時間

9:00 男子１～4年生の部　１，２R

女子１～4年生の部　１，２R

※ コンソレーションを予定しています。なお，天候や進行状況により中止する場合がありますがご了承
ください。

広域公園

広域公園



       

                         　　　　　　　　      　      

       

                         　　　　　　　　      　      

        女子 シ ン グ ル ス（１～４年生の部）　　ベ ス ト ４

        女 子 シ ン グ ル ス（オープンの部）　　ベ ス ト ４

　　　第５６回  広島市秋季小学生テニス選手権大会    大会結果

        男 子 シ ン グ ル ス（オープンの部）　　ベ ス ト ４

        男子 シ ン グ ル ス（１～４年生の部）　　ベ ス ト ４



第56回広島市秋季小学生テニス選手権大会

男子シングルス
オープンの部

1 中本　悠水 (やすいそ庭球部) 33 假野　耀市 (やすいそ庭球部)

2 bye 34 bye ()

3 加藤　和 (ＮＢテニスガーデン) 35 肥越　翔太 (Tension)

4 松本　頼 (庭球館) 36 増田　陽太 (Tennis ZONE Hesaka)

5 平山　蒼 (Tension) 37 原田　佳晃 (庭球館)

6 bye 38 bye

7 bye 39 bye

8 大谷　祐貴 (みなみ坂T.S) 40 田中　遼 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

9 廣本　陽色 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西) 41 中西　康輔 (ＮＢテニスガーデン)

10 bye 42 bye

11 西原　海斗 (やすいそ庭球部) 43 井上　大聖 (チームTK)

12 平原　航佑 (Tennis ZONE Hesaka) 44 柳井　大輝 (みなみ坂T.S)

13 谷口　晃基 (庭球館) 45 川井　涼介 (アキラITC)

14 北中　啓太 (NPO廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 46 村上　蓮 (庭球館)

15 bye 47 bye

16 吉田　壮太朗 (アキラITC) 48 田口　太陽 (Scratch)

17 窪田　晃大 (庭球館) 49 藤川　寛将 (やすいそ庭球部)

18 bye 50 bye

19 福田　直央 (みなみ坂T.S) 51 岡田　和真 (Tennis ZONE Hesaka)

20 小田　嵩登 (ﾙﾈｻﾝｽ広島) 52 濱家　翔太 (庭球館)

21 京極　大晟 (T-Step) 53 有末　悠希 (T-Step)

22 bye 54 竹友　海翔 (Scratch)

23 bye 55 bye

24 岡田　知怜 (やすいそ庭球部) 56 前野　廉翔 (NPO廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

25 ｶﾞｯﾁ類ｱﾝﾃﾞｨ (Tennis ZONE Hesaka) 57 山﨑　将 (やすいそ庭球部)

26 bye 58 bye

27 bye 59 bye

28 山本　陽 (Tension) 60 田中　智紀 (みなみ坂T.S)

29 原口　祐輔 (ＮＢテニスガーデン) 61 田中　晴 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

30 本岡　大和 (みなみ坂T.S) 62 大田　恵士 (Tennis ZONE Hesaka)

(ＮＢテニスガーデン)

31 bye 63 bye

32 坂宮　龍斗 (Scratch) 64 寺川　陽基
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女子シングルス
オープンの部

1 和田　夏帆 (Tension) 17 西本　稲音 (Tension)

2 bye 18 bye

3 岡田　茉奈美 (チームTK) 19 藤山　有紀 (みなみ坂T.S)

4 田崎　結里 (庭球館) 20 簑田　華歩 (やすいそ庭球部)

5 河野　由衣 (やすいそ庭球部) 21 岡本　爽来 (チームTK)

6 bye 22 萬谷　星里奈 (庭球館)

7 bye 23 bye

8 増本　夏海 (ＮＢテニスガーデン) 24 松本　琉亜 (やすいそ庭球部)

9 藤山　心羽 (ＮＢテニスガーデン) 25 大貫　愛莉 (庭球館)

10 bye 26 bye

11 黒杭　琴音 (やすいそ庭球部) 27 安井　晴香 (ＴＣＳ)

12 東田　明紗妃 (Tennis ZONE Hesaka) 28 内田　風花 (やすいそ庭球部)

13 遠藤　有紗 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西) 29 阿部　莉子 (T-Step)

14 宮本　侑来 (T-Step) 30 濱本　趣 (Tennis ZONE Hesaka)

(ＮＢテニスガーデン)

15 bye 31 bye

16 吉岡　花音 (やすいそ庭球部) 32 髙村　結衣
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男子シングルス
１～４年生の部

1 酒井　和 (やすいそ庭球部) 33 澤井　颯来 (Scratch)

2 bye 34 bye ()

3 林　勇人 (庭球館) 35 渡邉　栞太 (Tension)

4 小笠原　敦啓 (ﾙﾈｻﾝｽ広島) 36 梶川　修史 (やすいそ庭球部)

5 植田　浩暉 (アキラITC) 37 坂根　祐 (庭球館)

6 大塚　脩馬 (BORDER-LINE) 38 藤井　治也 (アキラITC)

7 小村　瑛紀 (Tension) 39 bye

8 坂宮　大樹 (ＮＢテニスガーデン) 40 酒井　元 (やすいそ庭球部)

9 川口　颯太 (Scratch) 41 三好　啓斗 (ＮＢテニスガーデン)

10 bye 42 bye

11 秋山　昊輝 (みなみ坂T.S) 43 本岡　快都 (みなみ坂T.S)

12 中島　知也 (やすいそ庭球部) 44 山田　怜門 (Tension)

13 勝部　湊 (舟入小学校) 45 萬屋　慎太郎 (ＴＣＳ)

14 大川　啓貴 (PROGRESS) 46 藤原　和希 (ＮＢテニスガーデン)

15 bye 47 bye

16 山本　輝 (Tension) 48 渡辺　咲玖 (やすいそ庭球部)

17 田中　遼 (みなみ坂T.S) 49 岩井　惺 (やすいそ庭球部)

18 bye 50 bye

19 両見　優汰 (アキラITC) 51 山田　悠平 (Tension)

20 石橋　遥輝 (ＮＢテニスガーデン) 52 大園　健斗 (庭球館)

21 水野 健太 (ＵＰ.Ｓｅｔ) 53 久留原　充起 (Ｐ-ＦＯＲＣＥ)

22 森本　泰至 (Tennis ZONE Hesaka) 54 信国　瑛太 (ＮＢテニスガーデン)

23 bye 55 bye

24 藤川　典真 (やすいそ庭球部) 56 藤井　陽大 (アキラITC)

25 鳥越　宥杜 (ＮＢテニスガーデン) 57 山﨑　光 (やすいそ庭球部)

26 秋田　大悟 (みなみ坂T.S) 58 小林　翠 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

27 吉田　幸士朗 (アキラITC) 59 金子　由聖 (ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

28 佐々木　奏 (T-Step) 60 藤山　一千翔 (ＮＢテニスガーデン)

29 藤川　純大 (やすいそ庭球部) 61 吉田　圭太 (T-Step)

30 徳永　恢良 (庭球館) 62 住田　涼成 (みなみ坂T.S)

(Tension)

31 bye 63 bye

32 鈴木　隆之 (Tension) 64 橋口　空弥
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16 東田　実那海 (Tennis ZONE Hesaka) 32 藤本　麻璃花 (みなみ坂T.S)

15 bye 31 bye

14 船本　唯 (やすいそ庭球部) 30 大槻　早菜 (Scratch)

13 平尾　綾菜 (ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 29 香川　遼 (やすいそ庭球部)

12 田口　桜 (Scratch) 28 沖井　心音 (Tension)

11 松浦　ゆう (みなみ坂T.S) 27 森原　千空 (アキラITC)

10 吉田　菜々伽 (アキラITC) 26 田中　星留 (T-Step)

9 清瀧　海香 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西) 25 清田　あいこ (やすいそ庭球部)

8 村田　結愛 (庭球館) 24 竹友　夢莉 (Scratch)

7 渡辺　桜空 (Scratch) 23 河野　光咲 (アキラITC)

6 北國　芽吹 (広ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 22 濱崎　永遠 (みなみ坂T.S)

5 石橋　ひかる (みなみ坂T.S) 21 松本　心羽 (やすいそ庭球部)

4 井上　愛彩 (チームTK) 20 濱本　弥 (Tennis ZONE Hesaka)

3 中谷　江麻 (リョーコーテニスクラブ) 19 小方　舞雪 (庭球館)

2 bye 18 bye

遠藤　愛渚 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

女子シングルス
1～4年生の部

1 井上　季子 (やすいそ庭球部) 17


