
竹野　友都③ 上田　隼也③
門脇　空志② 竹野・門脇 上田・大和 大和　侑生③

宮﨑　崇文③ 61 61 園田　直人③
中須賀　健介③ 宮﨑・中須賀 園田・関野 関野　快政③

松原　諒汰② 64 61 清　大輔③
明石　一希② 佐々木・十河 田中・佐谷 吉原　平③

古川　裕己③ 61 64 栗栖　智也②
立川　雄介③ 佐々木・十河 田中・佐谷 杉原　壮一郎②

佐々木　心③ 62 61 田中　真於③
十河　拓巳③ 竹野・門脇 上田・大和 佐谷　拓海③

高田　悠樹③ 61 60 高橋　康正③
宮田　雅也③ 高田・宮田 高橋・長谷川 長谷川　凌一③

生田目　将臣③ 61 62 定成　拓実③
浅田　凱一③ 高田・宮田 高橋・長谷川 永井　大智③

清水　嵩登② 62 65 石田　祐貴①
三藤　大輝② 清水・三藤 藤本・中島 湧川　雄斗①

大島　尚之③ 62 63 藤本　眞矢①
馬見新　怜③ 今井・吉田 宮本・若山 中島　優作①

岡本　新紀③ 60 63 川本　大貴②
中野　翔太③ 岡本・中野 川本・田中 田中　秀汰②

雑賀　亮介② 61 63 濱元　晴輝③
山神　怜央② 今井・吉田 宮本・若山 加藤　大嗣③

62 60

今井　智也③ 宮本　幸紀③
吉田　悠斗③ 竹野・門脇 上田・大和 若山　晃平③

迫　雄太③ 64 64 土田　大暉③
板垣　遥① 二宮　響③

迫・板垣 土田・二宮

櫻井　武斗② 61 61 山崎　豊③
澤本　信一郎② 西村・設楽 鹿野・上田 庄垣内　蓮③

西村　亘世③ 61 64 鹿野　大護③
設楽　保晴③ 迫・板垣 土田・二宮 上田　翔悟③

三宅　翔大② 62 60 田中　秀尭③
荒川　健太② 橋口・元兼 田中・高田 高田　真季③

橋口　登惟② 61 62 猪ノ本　大登①
元兼　直紀② 橋口・元兼 野本・福間 堂官　悠佑①

平野　翔太② 60 65 野本　佳佑③
松岡　拓海② 平野・松岡 野本・福間 福間　陸平③

佐藤　善哉③ 61 63 谷野　弘輝③
飯田　文哉③ 迫・板垣 為清・下垣 三戸　臨太郎③

田口　嵩③ 62 62 有田　さとる③
大田　駿介③ 有田・鎗分 鎗分　凌③

濱田　州③ w.o. 62 中山　航陽③
山我　宗一郎③ 西崎・鷺 有田・鎗分 山本　洸喜③

小國　早登③ 64 61 柏村　祐吾②
山口　誉晃③ 西崎・鷺 梅田・山本 福間　隆杜②

西崎　早登③ 64 62 梅田　潤③
鷺　裕輝③ 湯田・田中 為清・下垣 山本　和紀③

芳本　創② 63 63
三宅　哲平② 湯田・田中

湯田　晃大③ 61 為清 圭右③
田中　裕希② 湯田・田中 下垣 佳祐③

65 Ａ１ Ｂ１

佐々木　優人③

佐々木　直人②

28 bye

55 (広島学院)

29 (井口台)

竹野・門脇

(長束)
大川・横山

(修道)

25 （崇徳） 54 （五日市観音）

26 （広島城北）

27 （修道）

決勝戦
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22 （安佐北） 51 （崇徳）

23 （広島なぎさ） 52 (五日市)

24 (五日市) 53 （広大附）

19 （広大附） 48 （大塚）

20 （五日市観音） 49 （修道）

21 （似島） 50 （東雲）

16 (東雲） 45 （広島なぎさ）

17 (広島学院) 46 （安佐北）

18 （AICJ） 47 (井口台)

14 （大塚） 43 （広島城北）

15 bye 44 bye

12 bye 41 bye

13 （修道） 42 (五日市)

9 (井口台) 38 （大塚）

10 (五日市) 39 （五日市観音）

11 （AICJ） 40 （崇徳）

6 （五日市観音） 35 （AICJ）

7 (広島学院) 36 （広島城北）

8 （市広） 37 （似島）

3 (東雲） 32 (広島学院)

4 （広島城北） 33 （市広）

5 （広大附） 34 （広島なぎさ）

平成27年度　第６３回広島市中学校総合体育大会（テニスの部）

【男子　個人戦　Ａ】

1 （長束） 30 （広大附）

2 （広島なぎさ） 31 (井口台)

竹野・門脇
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大川　裕貴③ 犬丸 滉③　

横山　将之③ 大川・横山 犬丸・高橋 高橋 勁草③

今井　文太③ 63 60 太治　鴻四郎③

石田　淳弥③ 今井・石田 太治・吉村 吉村　直浩③

藤原　誠生③ 64 60 源田　泰士③
荒川　俊介③ 植田・村田 大田・石田 田代　怜生③

馬場　優作① 62 65 小森　拓③
奈須　大芽① 植田・村田 大田・石田 廣兼　陵太郎②

植田　恵樹③ 60 61 大田　将樹③

村田　佳樹③ 大川・横山 佐々木・今橋 石田　浩士③

山村　知輝③ 63 63 若葉　和紀③
黒田　龍之介③ 山村・黒田 倉本・佐藤 谷口　文哉③

松永　侑大② 60 61 倉本　俊介③

平林　拓人② 山村・黒田 関川・朝日 佐藤　凛空③

葉廣　颯太③ 60 61 関川　雅人③

桒原　千尋③ 里重・相川 関川・朝日 朝日　創大③

里重　陽③ 62 63 伊藤　彰馬②

相川　航輝③ 小村・今川 佐々木・今橋 山根　太郎②

大本　悠貴③ 63 61 舩岡　雅和③
山田　和樹③ 浦田・森 多々納・髙田 増田　圭祐③

浦田　準弥③ 64 61 多々納　淑了③

森　太志③ 小村・今川 佐々木・今橋 髙田　涼真③

63 64

小村　亮世② 佐々木　健人③

今川　寛太② 大川・横山 田中・畠山 今橋　輝③

矢田　息吹③ 60 61 久富　昭拓②

永井　達也③ 波多江　諒駿③

矢田・永井 久富・波多江

丸山　賢人③ 60 63 山口　和也②

伊藤　遼樹③ 丸山・伊藤 岩田・前田 竹内　幹太②

疋田　裕人③ 61 63 岩田　亜蓮③

浅野　公信② 秋月・高村 荒井・萬谷 前田　祐希③

秋月　海星③ 64 61 遊佐 智宏③

高村　周成① 秋月・高村 遊佐・米倉 米倉　和宏③

藤本　剛輝③ 62 61 角浜　光③
高橋　尚友③ 秋月・高村 荒井・萬谷 山本　駿③

井澤　利駆② 62 62 安宗　義紀②
楠田　翔大② 奥・三苫 荒井・萬谷 大谷　雅弥②

奥　海斗③ 61 61 荒井　一貴③

三苫　祐太③ 秋月・高村 田中・畠山 萬谷　颯斗③

柳生　隼哉② 64 63 法道寺　巧③

吉岡　慶② 柳生・吉岡 法道寺・森野 森野　巧己②

光廣　大知① 60 64 大塚　琉生②
小村　奏喜① 亀井・川村 喜田・西川 西鍜治　翔哉②

三好　剛央③ 62 61 織田　武③
平川　俊太郎③ 亀井・川村 喜田・西川 宮崎　竜③

亀井　昇③ 60 61 喜田　祐介③

川村　祐太③ 二宮・福田 田中・畠山 西川　直輝③

須賀　完③ 61 61
野々峠　太希③ 須賀・野々峠

河本　鷹斗② 62 田中　翔大③
久保河内健人② 二宮・福田 畠山　慎一朗③

60

二宮 正太朗③

福田　亮真②

28 bye

55 (五日市)

29 (広島学院)

25 (五日市) 54 （修道）

26 （崇徳）

27 （似島）

22 （広島城北） 51 (東雲）

23 (東雲） 52 （AICJ）

24 （広島なぎさ） 53 (井口台)

19 （安佐北） 48 （五日市観音）

20 （AICJ） 49 （市広）

21 （五日市観音） 50 （広島なぎさ）

16 （広大附） 45 （広島城北）

17 （大塚） 46 （広大附）

18 （修道） 47 (広島学院)

14 (井口台) 43 （大塚）

15 bye 44 bye

12 bye 41 bye

13 （瀬野川東） 42 （安佐北）

9 （広島城北） 38 (東雲）

10 （広島なぎさ） 39 （広島なぎさ）

11 (広島学院) 40 (五日市)

6 （崇徳） 35 （似島）

7 （五日市観音） 36 （広大附）

8 (井口台) 37 （五日市観音）

3 (五日市) 32 （崇徳）

4 （大塚） 33 (井口台)

5 （広大附） 34 （AICJ）

平成27年度　第６３回広島市中学校総合体育大会（テニスの部）

【男子　個人戦　Ｂ】

1 （修道） 30 (広島学院)

2 （安佐北） 31 （広島城北）

大川・横山
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永木　真耶② 服部　紗希②
丸古　陽女① 中島　愛梨①

永木・丸古 服部・中島(愛)

横山　はるな③ 61 60 松本　　珠莉③

入澤　桃子③
横山・入澤 松本・藤井

藤井　　美夢③

村岡　悠羽① 61 60 亀岡　七海②
若山　季桜①

小林・上見 亀岡・梶本
梶本　凜②

小林　千笑③ 60 64 西川　萌乃③
上見　エリーザ②

横山・入澤 寺尾・高谷
藤元　彩未③

梶山　実優③ 65 61 三木　梨々花③

小林　凜③
三木・山下

山下　千稻③

吉田　美沙③ w.o. 64 森本　和恩①
濱本　橘香③

吉野・向井 寺尾・高谷
森　いずみ①

吉野　　　藍③ 60 60 寺尾　悠里③
向井　　瑞乃③

永木・丸古 増本・中島(亜)

高谷　麻紗子③

歌野原　菜々子③ 63 61 上田　咲希③
德永　朱莉③

谷村・佐藤 上田・中澤
中澤　紀保①

谷村　成美③ 65 61 森田　紗代②
佐藤　優実②

谷村・佐藤 森田・川野
川野　里欧②

三輪　果子② 65 64 中川　愛生②
後　亜希穂②

苅屋田・寺川 上田・中澤
牛尾　茅音①

苅屋田　祐香③ 61 61 窪田　友紀③
寺川　紗弥果③

苅屋田・寺川 窪田・寺西
寺西　咲歩③

友永　菜智② 63 61 濱本　那菜①
川手　咲果②

苅屋田・寺川 窪田・寺西
清水　佳音①

加世田　美友③ 65 63 船本　瞳葵③
恵南　円② 吉岡　美羽③

築城　サヤ①
相原　春未①

築城・相原 坂田・檜田 増本・中島(亜)

佐藤　蓮華① 61 61 60

藤原　朱里①
田守・田原

田守　実優③ 61

田原　実来③
坂田・檜田 増本　瑞希③

渡　　　結菜① 63 中島　亜希子②

渡邊　紗梨①
久保田・谷岡

久保田　和② 60 Ａ１ Ｂ１

谷岡　くるみ②
坂田・檜田

坂田　理子③ 60

檜田　実来③

16. (五日市観音)

33. （大塚）

19. （安田）

17. （市広）

18. （国泰寺）
永木・丸古

(比治山)

西村・松井

(広島なぎさ)

61

14. （大塚）

15. （似島）
決勝戦

12. (五日市観音) 31. （市広）

13. （広島なぎさ） 32. (五日市観音)

10. （国泰寺） 29. （広島なぎさ）

11. （比治山） 30. （東雲）　

8. （広大附） 27. （広大附）

9. （東雲）　 28. （国泰寺）

6. （東雲）　 25. （大塚）

7. （安佐北） 26. （安田）

4. (五日市観音) 23. （広大附）

5. （広大附） 24. （東雲）　

（安佐北）

3. （大塚） 22. （国泰寺）

2. （国泰寺） 21.

平成27年度　第６３回広島市中学校総合体育大会（テニスの部）

【女子　個人戦　Ａ】

1. （比治山） 20. （大塚）

永木・丸古

62



見野　智優②

見野・新宅
新宅　晏奈②

60 今中　佑香①

下田・中川
後藤　歩菜①

60 下田　萌花②

西村　茉莉③ 見野・新宅
中川　結貴②

松井　江美里② 60 松下　成美②

松下・河部
河部　朱悠②

64 田村　音葉①

　　　 浦田・山﨑
佐藤　真帆①

61 浦田　結菜③

西村・松井 見野・新宅
山﨑　妃加里③

平谷　桃野② 60 62 安藤　結衣③
殿畑　美月③

中平・和田 安藤・松橋
松橋　佳乃③

小川　真代① 60 63 石井　夢乃②
山元　愛見①

中平・和田 谷口・本石
岸　彩音②

中平　英里③ 60 61 谷口　亜美②
和田　彩智賀③

高田・原口 清水・古城
本石　遼圭②

谷﨑　　祐那② 61 60 大橋　桜季②
山下　歩乃佳②

大橋・藤木
藤木　陽世②

小林　万倫② w.o. 60 新庄　咲帆①
中村　美愛②

高田・原口 清水・古城
福永　愛華①

高田　彩希③ 60 62 清水　咲衣③
原口　果子②

西村・松井 清水・土井
古城　寛子③

中野　琴未② 62 64 松本　紗希③
小國　寧々②

中野・小國 本名・小川
坂上　優色③

日浦　彩花② 63 60 本名　李早②
上野　眞綾②

中本・古本 本名・小川
小川　有里②

中本　幸乃② 63 62 大下　　永歌②

古本　葵②
中野・小國 本名・小川

落合　　萌美②

原田　　菜摘③ 64 61 船井　あい③
今桐　　帆花③

原田・今桐 金川・小嶋
香川　美結②

加山　みなみ③ 60 64 金川　雅②
宮﨑　梨花③

原田・今桐 金川・小嶋
小嶋　梢萌②

向江　あゆみ③ 63 63 後藤　香花②
野口　桂菜② 向井　こころ③

潤居　未希③
平野　こはる③

潤居・平野 木村・若槻 清水・土井

馬渕　七海① 60 61 62

仁井　　唯①
岸田・岩元

岸田　実子② 62

岩元　美樹②
木村・若槻 清水　美那③

宮野　のどか② 62 土井　梨瑚③

頼本　うらら②
宮野・頼本

伊東　弥桜花③ 61

大川　るい③
木村・若槻

木村　香乃葉③ 62

若槻　真由③

15. （市広）

19. （安田）

17. (五日市観音)

18. （広大附）

16. （広島なぎさ）

38. （安田）

13. （似島） 37. （東雲）　

14. （国泰寺）

11. （安佐北） 35. （国泰寺）

12. （東雲）　 36. （比治山）

9. (五日市観音) 33. （安田）

10. （大塚） 34. （市広）

7. （大塚） 31. （安田）

8. （比治山） 32. (五日市観音)

5. （市広） 29. (五日市観音)

6. （広大附） 30. （似島）

3. （広島なぎさ） 27. （広大附）

4. （安田） 28. （広島なぎさ）

25. （広大附）

2. （東雲）　 26. （国泰寺）

24. （大塚）

平成27年度　第６３回広島市中学校総合体育大会（テニスの部）

1. （広島なぎさ）

【女子　個人戦　Ｂ】

20. （比治山）

21. （広島なぎさ）

22. （安田）

23. （東雲）　
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