
第 41回 新春ジュニアトーナメント  in 広島広域公園 
オープン女子シングルス 

 
オープン男子シングルス – 本戦 
日付 

        16 01 2022 
 

郡市区町村 

広島市安佐南区 5-1-1, JPN 
Website 

http://www.tensiontennis.com 

  
  
  

                             

        

 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

        
1  NB テニスガーデン 藤本 怜矢       藤本 怜矢     
2   Bye 

  藤本 怜矢    
3  美鈴が丘高校 稲田 梨々香 

 箱田 真央  6-0    
4  広島井口高校 箱田 真央 

 W.O.   藤本 怜矢   
5  広島井口高校 佐伯 友香 

 佐伯 友香   6-0   
6   Bye 

  高光 理紗子    
7   Bye 

 高光 理紗子  6-0    
8  美鈴が丘高校 高光 理紗子 

    藤本 怜矢  
9  広島井口高校 藤井 美優 

 藤井 美優    6-2  
10   Bye 

  藤井 美優    
 11   Bye 

 貸川 瑞季  6-4    
 12  美鈴が丘高校 貸川 瑞季 

   山根 咲希   
 13  大塚中学校 古城 芽生 

 古城 芽生   6-0   
14   Bye 

  山根 咲希    
15   Bye 

 山根 咲希  6-0    
16  舟入高校 山根 咲希 

     藤本 怜矢 
17  NB テニスガーデン 高木 和 

 高木 和     6-3 
 18   Bye 

  高木 和    
19  美鈴が丘高校 梅田 真帆 

 細川 瑠那  6-2    
20  Tension 細川 瑠那 

 6-1   高木 和   
21  広島井口高校 三島 喜來 

 三島 喜來   7-5   
22   Bye 

  加藤 優瑞希    
23   Bye 

 加藤 優瑞希  6-0    
24  NB テニスガーデン 加藤 優瑞希 

    高木 和  
25  美鈴が丘高校 田上 優奈 

 田上 優奈    6-2  
26   Bye 

  遠藤 雅    
27   Bye 

 遠藤 雅  6-0    
28  T-step 遠藤 雅 

   遠藤 雅   
29  美鈴が丘高校 吉田 楓葉 

 吉田 楓葉   6-4   
30  広島井口高校 田邊 由楽 

 6-0  森川 沙楽     
31   Bye 

 森川 沙楽 6-1 

 

   
32  Tension 森川 沙楽 

     藤本 怜矢 
33  みなみ坂テニススクール 小田 朱莉 

 小田 朱莉     6-1 
34   Bye 

  小田 朱莉    
35  広島井口高校 塚本 美羽 

 松尾 すず  6-1    
36  美鈴が丘高校 松尾 すず 

 6-0   小田 朱莉   
37  広島井口高校 永芳 夏乃 

 永芳 夏乃   6-1   
38   Bye 

 門藤 舞    
39   Bye 

 門藤 舞  6-0    
40  美鈴が丘高校 門藤 舞 

    小田 朱莉  
41  T-step 大屋 結愛 

 大屋 結愛    6-2  
42   Bye 

 大屋 結愛    
43   Bye 

 野島 小雪  6-1    
44  美鈴が丘高校 野島 小雪 

   眞鍋 結衣   
45  広島井口高校 西村 文花 

 西村 文花   6-2   
46  美鈴が丘高校 須賀 宥心 

 W.O.  眞鍋 結衣    
47   Bye 

 眞鍋 結衣  6-1    
48  NB テニスガーデン 眞鍋 結衣 

     小田 朱莉 
49  広島井口高校 市橋 月渚 

 市橋 月渚     6-3 
50   Bye 

  平尾 志帆    
51  大塚中学校 堀江 音穂 

 平尾 志帆  6-3 

 

   
52  美鈴が丘高校 平尾 志帆 

 6-4   福岡 姫奈   
53  広島井口高校 和田 涼花 

 和田 涼花   6-3   
54   Bye 

  福岡 姫奈    
55   Bye 

 福岡 姫奈  6-0    
56  Tension 福岡 姫奈 

    福岡 姫奈  
57  やすいそ庭球部 高浦 あかり 

 高浦 あかり    6-0  
58   Bye 

  高浦 あかり    
59   Bye 

 津田 明里  6-0    
60  美鈴が丘高校 津田 明里 

   高浦 あかり   
61  NB テニスガーデン 近藤 紗衣 

 近藤 紗衣   6-0   
62  Tension 尾﨑 寛子 

  6-1  近藤 紗衣    
63   Bye 

 天堂 侑羅  W.O.    
64  美鈴が丘高校 天堂 侑羅 

     

 #  シード選手 # ラッキールーザー                    Replacing ドロー日時 
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ドロー立会い 

署名 

 
Tennis Club Tension 


