
「第８回東広島中高生テニス大会」(中学１年生男子)

1601 (1)塩沢　晴吾

(広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)塩沢

    Bye

池野内 塩沢

    Bye
6-4

池野内

1631 (2)池野内　巳晴

横田 (瀬野川中学校/みなみ坂TS) 小村

NS
1603 (3)横田　大

6-0

横田 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)小村

優勝 (4)小村　亮世
6-0

横田 (瀬野川東中学校/Tension) 小村

6-0
    Bye

6-0

福島 福島

1606 (5)福島　大晴

濱西 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 小村

6-3
コンソレ優勝 (6)濱西　爽

6-2

濱西 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)濱西

    Bye

濱西 渡部

6-1
1605 (7)明石　佳樹

6-0

明石 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)渡部

準優勝 (8)渡部　晴統
6-0

濱西 (北条北中学校/愛媛TTC) 渡部

6-0
1604 (9)折見　将太

6-2

(広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)折見

    Bye

松岡 折見

    Bye
6-2

松岡

1591 (10)松岡　佑輝

(近大東広島/HAKUWA TS)

［シード順位］ (1)、(10)



「第８回東広島中高生テニス大会」(中学２・３年生男子)　１／２

優勝 (1)村竹　裕貴

(広島なぎさ中/やすいそ庭球部)村竹

    Bye

福山 村竹

1535 (2)名越　啓
6-2

福山 (広島学院中/やすいそ庭球部)名越

1563 (3)福山　秀平
6-4

福山 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 村竹

7-5
1568 (4)小西　海吏

6-0

井口 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)小西

1502 (5)井口　智仁
6-1

田崎 (近大東広島/HAKUWA TS) 犬丸

6-0
1565 (6)田崎　健吾

6-2

田崎 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)犬丸

1538 (7)犬丸　滉
6-3

横山 (広島学院中/やすいそ庭球部) 村竹

6-1
３位 (8)　迫　雄太

6-0

若山 (大塚中学校/フリー) 迫

1581 (9)若山　晃平
6-0

若山 (五日市中学校/みなみ坂T.S) 迫

6-4
1532 (10)名越　諒

6-1

友安 (修道中学校/やすいそ庭球部)名越

1567 (11)友安　哲也
6-2

横山 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 迫

6-2
1491 (12)秋月　海星

6-4

横山 (修道中学校/FUTURE-ONE東広島)秋月

コンソレ優勝 (13)横山　将之
6-4

横山 (広島学院中/Pot Belly) 秋月

6-2
1536 (14)中岡　朋也

6-4

小川 (広島学院中/やすいそ庭球部)中岡

1481 (15)小川　登司
6-4

３位決定戦

(広島中学校/西条ロイヤルTC) 迫

6-3
コンソレ決勝 本戦決勝 室岡

横山 村竹

6-4 6-3
高田 木村



「第８回東広島中高生テニス大会」(中学２・３年生男子)　２／２

1551 (16)室岡　天地

源 (広島県立広島中学校/松永LTC)室岡

1564 (17)　源　倫太郎
6-2

源 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)室岡

6-3
1534 (18)住吉　理

6-2

手島 (修道中学校/やすいそ庭球部)手島

1482 (19)手島　市裕
W.O

山下 (高屋中学校/西条ロイヤルTC) 室岡

6-0
1521 (20)大川　裕貴

6-4

心石 (修道中学校/Pot Belly) 大川

1566 (21)心石　開
6-0

山下 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)田部

6-0
1531 (22)山下　俊輝

7-6(5)

山下 (修道中学校/やすいそ庭球部)田部

1511 (23)田部　智也
6-1

高田 (なぎさ中学校/みなみ坂T.S) 木村

7-6(3)
1492 (24)山口　雄介

6-0

高田 (広島県立広島中学校/FUTURE-ONE東広島)山口

1561 (25)高田　桂伸
6-1

高田 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)相川

6-3
1533 (26)相川　祐希

7-6(5)

宮本 (修道中学校/やすいそ庭球部)相川

1582 (27)宮本　幸紀
6-1

高田 (五日市中学校/みなみ坂T.S) 木村

6-1
1537 (28)藤井　勇多

6-2

兼山 (広島学院中/やすいそ庭球部)藤井

1562 (29)兼山　明日風
7-6(4)

兼山 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)木村

6-3
1501 (30)三好　太朗

6-1

三好 (広島中学校/HAKUWA TS) 木村

準優勝 (31)木村　颯太
6-0

(広島なぎさ中/やすいそ庭球部)

［シード順位］ (1)、(31)、 (23)、(8)、(16)、 (7)、(24)、(15)



「第８回東広島中高生テニス大会」(高校生男子)　１／２

３位 (1)曽田　旺希

(広島学院高校/Pot Belly) 曽田

    Bye

沖永 曽田

1412 (2)柴崎　大輝
6-2

沖永 (海田高校/HAKUWA TS) 柴崎

1438 (3)沖永　友広
6-0

久保田 (近大東広島/近大東広島) 曽田

6-0
1441 (4)中村　太一

6-0

中村 (近大東広島/近大東広島) 勝谷

1452 (5)勝谷　修成
6-3

久保田 (呉昭和高校/UP.Set) 勝谷

6-1
    Bye

6-4

久保田 久保田

コンソレ優勝 (6)久保田　凌

久保田 (近大東広島/近大東広島) 米澤

6-0
優勝 (7)米澤　海知

6-2

(修道高校/西条ロイヤルTC) 米澤

    Bye

新山 米澤

1435 (8)　堀　友樹
6-0

新山 (近大東広島/近大東広島) 堀

1440 (9)新山　尚吾
6-2

藤原 (近大東広島/近大東広島) 米澤

6-0
1473 (10)伊藤　龍大

6-0

台信 (武田高校/武田高校) 伊藤

1437 (11)台信　俊哉
7-5

藤原 (近大東広島/近大東広島) 伊藤

7-5
    Bye

6-1

藤原 藤原

1411 (12)藤原　友貴 ３位決定戦

(海田高校/HAKUWA TS) 曽田

W.O
コンソレ決勝 本戦決勝 川下

久保田 米澤

6-0 6-4
大下 達見



「第８回東広島中高生テニス大会」(高校生男子)　２／２

1471 (13)竹本　勇哉

(武田高校/武田高校) 竹本

    Bye

酒井 竹本

1433 (14)和田　翔
6-2

酒井 (近大東広島/近大東広島) 和田

1439 (15)酒井　啓介
6-1

大下 (近大東広島/近大東広島) 達見

6-4
1436 (16)大下　慶紀

6-4

大下 (近大東広島/近大東広島) 遠藤

1413 (17)遠藤　大騎
6-3

大下 (海田高校/HAKUWA TS) 達見

    Bye
6-2

達見

準優勝 (18)達見　啓介

大下 (近大東広島/近大東広島) 達見

6-3
1451 (19)川下　大輔

6-3

(呉三津田高校/UP.Set) 川下

1443 (20)小田　直季
W.O

土井脇 (近大東広島/近大東広島) 川下

1442 (21)土井脇　柾人
6-0

土井脇 (近大東広島/近大東広島) 持田

1472 (22)持田　章太郎
6-2

木原 (武田高校/武田高校) 川下

6-3
1461 (23)小村　創史

6-1

木原 (呉工業高等専門学校/Tension)小村

曽田 (24)木原　拓海
6-3

木原 (近大東広島/近大東広島) 小村

    Bye
W.O

1422 (25)横山　大騎

(広島学院高校/Pot Belly)

［シード順位］ (1)、(25)、(18)、(7)、 (13)、(12)、(6)、(19)



「第８回東広島中高生テニス大会」(中学１年生女子)

優勝 (1)永木　真耶

(比治山女子中学校/比治山女子)永木

    Bye

岩田 永木

    Bye
6-0

岩田

2483 (2)岩田　毬亜

小嶋 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 永木

6-0
2475 (3)手島　梨花子

6-0

小嶋 (比治山女子中学校/比治山女子)手島

2477 (4)小嶋　梢萌
6-1

小嶋 (比治山女子中学校/比治山女子) 福本

    Bye
7-5

福本

2481 (5)福本　真菜美

中野 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 永木

6-2
コンソレ優勝 (6)中野　琴未

6-1

中野 (比治山女子中学校/比治山女子)中野

    Bye

中野 新宅

6-1
2482 (7)安井　柚香

6-2

安井 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)新宅

2473 (8)新宅　晏奈
6-0

中野 (比治山女子中学校/比治山女子) 見野

6-1
2476 (9)金川　雅

6-2

(比治山女子中学校/比治山女子)金川

    Bye

金川 見野

    Bye
6-0

見野

準優勝 (10)見野　智優

(比治山女子中学校/比治山女子)

［シード順位］ (1)、(10)



「第８回東広島中高生テニス大会」(中学２・３年生女子)

優勝 (1)菅沼　美里

(広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)菅沼

    Bye

岡本 菅沼

2458 (2)中村　彩乃
6-0

岡本 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)中村

2460 (3)岡本　麻
6-3

東 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 菅沼

6-3
2454 (4)村上　七海

6-1

佐々木 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)村上

2459 (5)佐々木　里恵
7-6（5）

東 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)村上

7-6（3）
2457 (6)　東　優里

6-4

東 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)森崎

2461 (7)森崎　真央
7-6（7）

横田 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 菅沼

6-3
2441 (8)鳴川　あかね

6-0

　鳴川 (瀬野川東中学校/HAKUWA TS) 笹山

2455 (9)笹山　夕夏
6-4

鳴川 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)寺戸

    Bye
7-5

寺戸

2453 (10)寺戸　美樹

横田 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校) 橋野

6-1
準優勝 (11)橋野　みちる

6-3

小瀧 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)橋野

2462 (12)小瀧　恵梨香
6-3

横田 (広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)橋野

6-1
    Bye

6-3

横田 横田

コンソレ優勝 (13)横田　彩

(広島県立広島中学校/広島県立広島中学校)

［シード順位］ (1)、(13)、 (10)、(4)



「第８回東広島中高生テニス大会」(高校生女子)

３位 (1)　林　奈津美

(安田女子高校/YTC) 林（奈）

    Bye

丸小 林（奈）

    Bye
6-2

丸小

2433 (2)丸小　莉緒

川野 (武田高校/武田高校) 林（奈）

6-4
2424 (3)　林　恵未

7-6（3）

(安田女子高校/YTC) 林（恵）

    Bye

川野 林（恵）

    Bye
6-4

川野

2404 (4)川野　真衣

島田 (比治山女子/比治山女子) 高田

6-2
優勝 (5)高田　郁花

6-4

(安田女子高校/YTC) 高田

    Bye

飯田 高田

2432 (6)飯田　晴香
7-6（0）

飯田 (武田高校/武田高校) 金川

2405 (7)金川　百花
6-0

島田 (比治山女子/比治山女子) 高田

6-3
コンソレ優勝 (8)島田　佳奈

6-0

(比治山女子/比治山女子) 島田

    Bye

島田 押川

    Bye
7-5

押川

2411 (9)押川　咲 ３位決定戦

(広陵高校/やすいそ庭球部) 林　 林　

6-2
コンソレ決勝 本戦決勝 山下

高田

島田 双方優勝
双方優勝 金満

新川



「第８回東広島中高生テニス大会」(高校生女子)　２／２

2423 (10)大野木　希

(安田女子高校/YTC)

    Bye

森本 森本

    Bye
W.O

森本

2431 (11)森本　奈音

新川 (武田高校/武田高校) 山下

6-2
コンソレ優勝 (12)新川　絵里奈

6-3

新川 (安田女子高校/YTC) 渡辺

2403 (13)渡辺　菜月
6-4

新川 (比治山女子/比治山女子) 山下

    Bye
6-2

山下

(14)山下　千聡

新川 (比治山女子/比治山女子) 金満

6-4
2427 (15)高橋　由芽

6-1

(安田女子高校/YTC) 高橋

    Bye

新宅 高橋

    Bye
6-0

新宅

2434 (16)新宅　小夏

竹本 (武田高校/武田高校) 金満

6-3
2426 (17)竹本　未来

6-1

(安田女子高校/YTC) 竹本

    Bye

竹本 金満

    Bye
6-1

金満

優勝 (18)金満　菜々子

(比治山女子/比治山女子)

［シード順位］ (1)、(18)、(5)、(14)


