
主催… 広島市テニス協会
後援… 広島市・（財）広島市スポーツ協会
協賛… ＳＲＩスポーツ㈱・㈱ダンロップスポーツ
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】

3月10日 3月11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。

６．使用球 ダンロップＦＯＲＴ（オープンの部），SRIXSON STAGE1 GREEN(1-4年生の部)

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】 原田京子
【ｱｼｽﾀﾝﾄ･ﾚﾌｪﾘｰ】 福井由紀子

【大会本部連絡先】 （大会期間中のみ連絡できます）

http://hcta.jp

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。

090-9068-4552

2018年3月10日(土)・11日(日)

★★　第61回広島市春季小学生テニス選手権大会　★★

男子

女子

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。

残り試合

残り試合



【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。

3月10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

3月11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

※ 練習試合を予定しています。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



       

                         　　　　　　　　      　      

       

                         　　　　　　　　      　      

　　　第５１回  広島市春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

        女 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

        女子 シ ン グ ル ス（１～４年生の部）　　ベ ス ト ４
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48 小林　翠 (ノア広島西)

46 bye

47 bye

43 bye

古河　純一 (Tension)

45 中谷　光路郎 (やすいそ庭球部)

bye

田中　達也 (アキラ)

bye

鳥越　宥杜 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

(ＺＯＮＥ)

bye

33 川口　颯太 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

34 bye

bye

1

2

藤原　陸

bye

9

10

15

11

12

13

14

bye

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

(ＺＯＮＥ)

(Tension)

(Ｓｃｒａｔｃｈ)

(Ｒテニスクラブ)

bye

bye

中島　大地

17 松浦　優樹 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 49 徳永　恢良

3

4

5

6

7

8

16 山田　悠平 (Tension)

志水　柾彦

bye

高橋　大智

瀧本　琉 36

35

38

40

42

44

21 古山　蒼太 (Tension) 53 増村　大吾

(庭球館)

bye

bye

谷川　雅人 (PROGRESS)

19 bye

20 森内　優斗 (やすいそ庭球部) 52

51

18 bye 50

23 bye

24 宮本　青昊 (Ｔ－Step) 56

55

22 bye 54

25 廣本　陽優 (ノア広島西) 57

山崎　光 (やすいそ庭球部)

26 bye 58

29 岡田　経奨

60

59

31 bye

32 酒井　元

61

30 bye 62

27 bye

28 両見　優汰

男子シングルス

山本　輝(やすいそ庭球部) 64

63

田中　翔也

藤田　晃輝

bye

bye

bye

大島　碧斗

bye

bye

bye

(やすいそ庭球部)

39

(やすいそ庭球部)

41

(ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

河野　蒼太

オープンの部

(Tension)

(ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

(Ｓｃｒａｔｃｈ)(アキラ)

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

(やすいそ庭球部)

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

曽我　梨空人

bye

星川　侑聖

藤井　柊太朗

bye

(やすいそ庭球部)

37 貞方　翔太

Aブロック
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男子シングルス
オープンの部

65 大下　遥希 (Ｓｃｒａｔｃｈ) 97 渡辺　咲玖 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

66 bye 98 bye

67 bye 99 bye

68 金山　昊生 (やすいそ庭球部) 100 岸田　晃東 (アキラ)

69 竹林　寧生 (ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 101 富田　篤仁 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

70 bye 102 bye

71 bye 103 bye

72 梶川　修史 (やすいそ庭球部) 104 川元　晴空 (やすいそ庭球部)

73 小村　瑛紀 (Tension) 105 増岡　佑太 (やすいそ庭球部)

74 bye 106 bye

75 bye 107 bye

76 本岡　快都 (ＺＯＮＥ) 108 中村　祐樹 (Tension)

77 池下　侑真 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 109 河村　峻 (ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

78 bye 110 bye

79 bye 111 bye

80 中島　淳一郎 (やすいそ庭球部) 112 大塚　脩馬 (Ｔ－Step)

84 宮崎　創 (Tension) 116 竹迫　慶之介 (やすいそ庭球部)

81 三好　啓斗 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 113 藤山　一千翔 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

82 bye 114 bye

88 大川　啓貴 (PROGRESS) 120 綾部　悠平 (Tension)

85 弓井　柊二 (やすいそ庭球部) 117 永田　航大 (みなみ坂ＴＳ)

86 bye 118 bye

92 秦　修太郎 (ＺＯＮＥ) 124 谷　洸希 (Tension)

89 吉實　友哉 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 121 小林　碧 (ノア広島西)

90 bye 122 bye

96 藤川　純大 (やすいそ庭球部) 128 岩井　惺 (やすいそ庭球部)

93 上野　恵豊 (庭球館) 125 米澤　嵩至 (ＺＯＮＥ)

94 bye 126 bye

Bブロック

95 bye 127 bye

91 bye 123 bye

87 bye 119 bye

83 bye 115 bye
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32 川元　秀五 (やすいそ庭球部) 64 秋山　昊輝 (みなみ坂ＴＳ)

31 bye 63 bye

30 中根　慎平 (庭球館) 62 河上　京左 (Ｔ－Step)

29 秋本　涼太朗 (Ｔ－Step) 61 益　直希 (NBテニスガーデン)

28 佐藤　快 (みなみ坂ＴＳ) 60 沖田　太陽 (やすいそ庭球部)

27 bye 59 bye

26 bye 58 bye

25 釜田　悠生 (ＺＯＮＥ) 57 升谷　康佑 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

24 森原　千一郎 (Ｔｅｎｓｉｏｎ) 56 水野　赳 (アキラ)

23 bye 55 bye

22 bye 54 山元　幹太 (PROGRESS)

21 財原　良輔 (庭球館) 53 大西　優 (ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

20 加藤　陸登 (PROGRESS) 52 竹中　泰志 (ＺＯＮＥ)

19 曽我部　健太 (NBテニスガーデン) 51 菅　凌生 (NBテニスガーデン)

18 bye 50 bye

17 中島　綾也 (やすいそ庭球部) 49 林　勇人 (庭球館)

16 岩見　俊輝 (Ｔｅｎｓｉｏｎ) 48 中島　楽人 (NBテニスガーデン)

15 bye 47 bye

14 松永　悠希 (庭球館) 46 沖　利功斗 (みなみ坂ＴＳ)

13 富岡　真也 (ＺＯＮＥ) 45 増本　創 (ＺＯＮＥ)

12 山本　蓮 (やすいそ庭球部) 44 津田　幸四郎 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

11 谷隈　春杜 (みなみ坂ＴＳ) 43 加藤　陽路 (Ｔ－Step)

10 bye 42 bye

9 加藤　篤 (NBテニスガーデン) 41 森岡　健次郎 (やすいそ庭球部)

8 高川　空澄 (やすいそ庭球部) 40 永田　純大 (みなみ坂ＴＳ)

7 bye 39 bye

6 bye 38 bye

5 加藤　匠真 (NBテニスガーデン) 37 山田　悠世 (やすいそ庭球部)

4 岸本　凌弥 (Ｔｅｎｓｉｏｎ) 36 石橋　蒼大 (庭球館)

3 新　大輝 (Ｔ－Step) 35 綿田　徹平 (NBテニスガーデン)

渡邉　栞太 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

2 bye 34 bye

男子シングルス
1～4年生の部

1 住田　涼成 (みなみ坂ＴＳ) 33
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32 清瀧　海香 (ノア広島西) 64 上野　梨咲 (やすいそ庭球部)

31 bye 63 bye

30 中野　花音 (チームＴＫ) 62 中川　愛梨 (NBテニスガーデン)

29 恵谷　琴子 (ＺＯＮＥ) 61 志水　智美 (ＺＯＮＥ)

28 松本　心羽 (やすいそ庭球部) 60 山崎　暖 (Ｒテニスクラブ)

27 bye 59 bye

26 bye 58 bye

25 山科　柚七 (NBテニスガーデン) 57 森原　千空 (Ｔｅｎｓｉｏｎ)

24 香川　遼 (やすいそ庭球部) 56 眞鍋　芽依 (NBテニスガーデン)

23 bye 55 bye

22 bye 54 bye

21 松永　夢芽 (庭球館) 53 田中　花 (やすいそ庭球部)

20 岡藤　美音 (やすいそ庭球部) 52 岡野　仁瑚 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

19 春貝地　佑奈 (NBテニスガーデン) 51 岡田　舞央 (ＺＯＮＥ)

18 bye 50 bye

17 竹友　夢莉 (Ｓｃｒａｔｃｈ) 49 清田　あいこ (やすいそ庭球部)

16 田口　桜 (Ｓｃｒａｔｃｈ) 48 平林　愛琉 (やすいそ庭球部)

15 bye 47 bye

14 大塚　あや (ＺＯＮＥ) 46 國吉　由唯 (チームＴＫ)

13 加藤　優瑞希 (NBテニスガーデン) 45 石橋　ひかる (みなみ坂ＴＳ)

12 田中　聖瑠 (Ｔ－Step) 44 蒲原　那奈実 (ＺＯＮＥ)

11 岩崎　璃音 (やすいそ庭球部) 43 bye

10 bye 42 bye

9 濱崎　永遠 (みなみ坂ＴＳ) 41 竹内　澪穂 (NBテニスガーデン)

8 渡辺　桜空 (Ｓｃｒａｔｃｈ) 40 折本　はな (やすいそ庭球部)

7 bye 39 bye

6 bye 38 bye

5 東浜　理花 (やすいそ庭球部) 37 大槻　早菜 (Ｓｃｒａｔｃｈ)

4 吉田　菜々伽 (アキラ) 36 安食　文美 (PROGRESS)

3 田中　萌菜 (ＺＯＮＥ) 35 長岡　美空 (やすいそ庭球部)

遠藤　愛渚 (ノア広島西)

2 bye 34 bye

女子シングルス
オープンの部

1 井上　季子 (やすいそ庭球部) 33
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1

2

河野　光咲

bye

7

大屋　ゆあ

8

9

10

3

4

5

6

16

11

12

13

14

15

前野　天寧

bye

(PROGRESS)

(Ｔｅｎｓｉｏｎ)

(ＮＰＯ廿日市ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

(庭球館)中根　珠希

福岡　姫奈

bye

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

bye

(PROGRESS)

宝崎　叶実

bye

27 bye

26

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

bye

行武　奏帆

山本　優心

bye

尾崎　莉子

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

18 bye

(Ｔ－Step) 吉岡　花19

(アキラ)

(Ｔ－Step)

(Ｔｅｎｓｉｏｎ)

25 眞鍋　結衣 (ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

24

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

23 bye

21 森川　沙楽

22

(Ｔｅｎｓｉｏｎ)

29 小笹　悠夏 (ＺＯＮＥ)

28

(ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

30 田中　愛 (やすいそ庭球部)

31 bye

女子シングルス
1～4年生の部

32 藤山　羽優

小松　羽琉

bye

山田　愛子

bye

行武　涼帆

17 渡辺　葵依

20


