
　男子シングルス 78名

1

2 　寺川  陽基　 NBテニスガーデン

3

4

5 修道中学校

6 広島なぎさ中学校

7 NPO廿日市スポーツ

8 　桑本 凛太郎　 五日市中学校

9 　坂宮 大樹　 Scratch

10 　杉 利久雄　 NBテニスガーデン

11 　澤井 大樹 Tension

12 　大瀬戸 悠介 Tension

13 　古山 蒼大　 Tension

14 　椿 大志　 広島大学附属高校

15 　藤井 暖彦　 広島中等教育学校

16 　永島 悠佑　 広島中等教育学校

17 　鈴木 裕斗　 広島中等教育学校

18 　木村 圭佑　 広島中等教育学校

19 　上里 尚人　 広島中等教育学校

20 　末次 雄　 広島中等教育学校

21 　福田 直央　 広島中等教育学校

22 　中尾 恒太 市工

23 　金子 尚生　 NBテニスガーデン

24 　綾部 悠平 Tension

25 　横山 風雅　 広島なぎさ中学校

26 　髙橋 猛 　 NBテニスガーデン

27 　石原 一秀　 美鈴が丘高校

28 　砂川 幸樹　 美鈴が丘高校

29 　大谷 哲　 修道中学校

30 　杉山 快斗　 修道中学校

31 　海道 俊貴　 修道中学校

32 　遊佐 悠治　 修道中学校

33 　中山 佳亮　 修道中学校

34 　杉山 達哉　 崇徳中学校

35 　大島 碧斗　 やすいそ庭球部

36 　田中 達也　 T-step

37 　中尾 颯仁　 五日市高校

38 　喜多村 翔　 五日市高校

39 　増本 晴弥　 五日市高校

40 　曽田 拓夢　 修道中学校

41 　三谷 咲仁　 修道中学校

　織田 大慎　
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　岡 奎佑　 広大附属高校

　田村 瑛　 みなみ坂TS

　山本  輝　 修道中学校

　　氏名 　　所属

　坂井 彰太　

　坂井  大輔　



42 　澤井 颯来　 修道中学校

43 　山田 怜門　 修道中学校

44 　冨永 廉　 修道中学校

45 　成廣 遼太郎 修道中学校

46 　岡 大翔　 修道中学校

47 　市川 大登　 修道中学校

48 　日隈 遥弥 学院

49 　長嶺 莉央 学院

50 　田口 港都　 五日市中学校

51 　松原 仁樹 高陽東高校

52 　山手 凱世 高陽東高校

53 　稲垣 恒河 高陽東高校

54 　石田 晴大 高陽東高校

55 　榊 侑歩 高陽東高校

56 　半田 心 高陽東高校

57 　橋口 空弥　 Tension

58 　加藤 和　 アシニスクラブ

59 　藤川 寛将　 やすいそ庭球部

60 　藤川 典真　 やすいそ庭球部

61 　酒井 蓮生　 やすいそ庭球部

62 　林 慧星　 美鈴が丘高校

63 　若山 翔平　 美鈴が丘高校

64 　青谷 拓実　 美鈴が丘高校

65 　大田 楓　 美鈴が丘高校

66 　山下 蓮人　 美鈴が丘高校

67 　松田 悠汰 美鈴が丘高校

68 　田中 統貴　 NBテニスガーデン

69 　江先 真優 Tension

70 　片山 智貴 高陽高校

71 　角下 遥輝　 高陽高校

72 　柳 和人　 高陽高校

73 　森口 孝希　 高陽高校

74 　廣本 壮汰 美鈴が丘高校

75 　吉田 翔 美鈴が丘高校

76 　山本 陽 Tension

77 　田村 勇翔 Tension

78 　木下 開登 市工


