
大会名

日時

場所

順位 所属

１位 荒尾　大輔 越智　大輔 （宇部興産）

２位 鬼頭　貴之 與那城　拓哉 （（山口教員クラブ・宇部興産）

３位 川崎　貴博 真柄　壮太郎 （宇部興産）

４位 河村　侑哉 川合　祐人 （宇部興産）

５位 林　快昌 久野　智規 （宇部興産）

６位 朝原　俊祐 中川　健太 （宇部興産）

７位 安村　優汰 藤井　一輝 （宇部興産）

８位 末次　将亮 山根　広大 （東ソー南陽）

１位 高橋　瑚子 光永　花漣 （富田中学校・福川中学校）

２位 内藤　彩希 田中　利沙 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・教員クラブ）

３位 若本　沙弥 三好　玲奈 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

4位 永山　愛沙実 植中　恵美 （長門高校）

5位 今橋　鮎美 上野　萌恵 （長府高校）

6位 小路　架帆 本藤　有日子 （小野田高校）

7位 山本　久留美 橋本　亜美 （山口クラブ）

8位 濵本　春奈 松村　莉沙 （慶進高校）

一般男子

一般女子

平成31年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選　

平成31年4月29日（月）

維新百年記念公園テニス場

<最終順位>

種別 ペア名



平成31年4月29日

岩本　将志 （東ソー南陽）
山下　祥吾 （東ソー南陽）

荒尾　大輔 （宇部興産） 藤井　勇希 （日立笠戸）
越智　大輔 （宇部興産） 1 萩原　純行 （日立笠戸）

菅田　遼哉 （富田中学校） 辻　亮平 （周南市役所）
貞弘　陽己 （富田中学校） 中田　修平 （山口教員クラブ）

森岡　雄大 （東ソー南陽） 吉末　尚之 （萩クラブ）
徳本　耕司 （東ソー南陽） 3 0 岡本　友由樹（萩クラブ）

黒下　正浩 （岩国クラブ） 2 北山　陽介 （南陽工業高校）
実近　典明 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 三好　孝汰 （南陽工業高校）

上野　徹 （防府クラブ） 長谷川　大輔（岩国クラブ）
赤岸　直哉 （防府クラブ） 2 田中　悠大 宇部工ＯＢ会）

松本　英士 （南陽工業高校） 1 岸田　光樹 （宇部工業高校）
藤谷　康生　 （南陽工業高校） 坂口　巧 （宇部工業高校）

作花　優太 （宇部工OB会） 林　快昌 （宇部興産）
末永　義典 （宇部工OB会） 0 久野　智規 （宇部興産）

為久　琢也 （宇部興産） 鬼頭　貴之 （山口教員クラブ）
原田　裕二 （宇部興産） 與那城　拓哉（宇部興産）

加藤　蓮 （宇部工業高校） 田中　勇作 （美祢青嶺高校）
岡田　佳也 （宇部工業高校） 1 0 大庭　翔樹 （美祢青嶺高校）

山本　真二 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 伊藤　快生 （トクヤマ）
片山　諒 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 末吉　直貴 （トクヤマ）

島岡　健太 （下関白球会） 松本　尚倫 （東ソー南陽）
吉住　響 （下関白球会） 2 松本　省吾 （東ソー南陽）

出田　俊平 （東ソー南陽） 1 原山　誠矢 （山口教員クラブ）
井田　聖哉 （東ソー南陽） 多原　将司 （山口教員クラブ）

黒田　祐介 （宇部ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 塩田　悠登 （東ソー南陽）
中村　政登　 （宇部ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 2 折橋　輝 （東ソー南陽）

竹重　優太 （岩国工業高校） 2 0 貞包　有太郎（岩国工業高校）
村中　健太 （岩国工業高校） 村本　力哉 （岩国工業高校）

末次　将亮 （東ソー南陽） 縄田　栄二 （宇部市役所）
山根　広大 （東ソー南陽） 吉國　公人 （山口教員クラブ）

村田　秀斗 （東ソー南陽） 安村　優汰 （宇部興産）
得重　拓己 （東ソー南陽） 藤井　一輝 （宇部興産）

中川　雄太 （下松中学校） 廣重　拓海 （岩国工業高校）
西村　公佑 （下松中学校） 0 0 松森　勇気 （岩国工業高校）

南出　隆博 （防府市役所） 田熊　佳朗 （宇部工OB会）
礒辺　隆明 （防府クラブ） 中村　翼 （宇部工OB会）

森尾　勇斗 （宇部情報システム） 友光　正志 （山口教員クラブ）
影山　浩太 （宇部庭球会） 小宮　剛 （山口教員クラブ）

大竹　範行 （宇部興産） 3 0 高松　真幸 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
安村　翔汰 （宇部興産） 中西　亮太 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

上田　大輔 （光クラブ） 山内　英司 （山口クラブ）
藤　祥太 （光クラブ） 三浦　新太郎（山口クラブ）

齋藤　直也 （トクヤマ） 鞆川　柊大 （南陽工業高校）
榎園　万沙弥（トクヤマ） 鈴木　文也 （南陽工業高校）

朝原　俊祐 （宇部興産） 吉岡　真司 （東ソー南陽）
中川　健太 （宇部興産） 後藤　準弥 （東ソー南陽）

松田　蒼生 （東ソー南陽） 黒河　浩行 （宇部工OB会）
玉水　康貴 （東ソー南陽） 長嶺　晃樹 （宇部工OB会）

坂本　優佑 （岩国工業高校） 内藤　祐哉 （小野田高校）
杉田　海 （岩国工業高校） 義永　哲士 （小野田高校）

長田　範生 （宇部工OB会） 0 山本　浩之 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
大下　政之 （山口クラブ） 奥迫　隆史 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

河村　知典 （宇部興産） 川並　蒼羽 （南陽工業高校）
落合　大悟 （宇部興産） 本田　廉 （南陽工業高校）

梅本　修 （光クラブ） 3 藤井　斗生 （南陽工業高校）
山﨑　翔太 （光クラブ） 柳　碧人 （南陽工業高校）

藤田　亮司 （下関どんぐりｸﾗﾌﾞ） 立場　寛之 （防府クラブ）
三宅　涼汰 （下関どんぐりｸﾗﾌﾞ） 山本　和宏 （トクヤマ）

藤井　春人 （大嶺中学校） 1 河村　侑哉 （宇部興産）
加藤　迅 （上宇部中学校） 川合　祐人 （宇部興産）

川崎　貴博 （宇部興産）
真柄　壮太郎（宇部興産）

平成31年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選　　

【一般男子　本戦】
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川崎　貴博 （宇部興産） 川崎　貴博 （宇部興産）
真柄　壮太郎 （宇部興産） 真柄　壮太郎 （宇部興産）

河村　侑哉 （宇部興産） 河村　侑哉 （宇部興産）
川合　祐人 （宇部興産） 3 川合　祐人 （宇部興産）

末次　将亮 （東ソー南陽） 2
山根　広大 （東ソー南陽）

朝原　俊祐 （宇部興産） 林　快昌 （宇部興産）
中川　健太 （宇部興産） 久野　智規 （宇部興産）

林　快昌 （宇部興産） 朝原　俊祐 （宇部興産）
久野　智規 （宇部興産） 中川　健太 （宇部興産）

安村　優汰 （宇部興産）
藤井　一輝 （宇部興産） 1

末次　将亮 （東ソー南陽） 3 安村　優汰 （宇部興産）
山根　広大 （東ソー南陽） 藤井　一輝 （宇部興産）

安村　優汰 （宇部興産） 末次　将亮 （東ソー南陽）
藤井　一輝 （宇部興産） 山根　広大 （東ソー南陽）

７位

８位

【一般男子　順位決定戦】
平成31年4月29日

◎　3位・4位　決定戦
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平成31年4月29日

岩本　将志 （東ソー南陽）
山下　祥吾 （東ソー南陽）

荒尾　大輔 （宇部興産） 藤井　勇希 （日立笠戸）
越智　大輔 （宇部興産） 萩原　純行 （日立笠戸）

菅田　遼哉 （富田中学校） 辻　亮平 （周南市役所）
貞弘　陽己 （富田中学校） 中田　修平 （山口教員クラブ）

森岡　雄大 （東ソー南陽） 吉末　尚之 （萩クラブ）
徳本　耕司 （東ソー南陽） 岡本　友由樹（萩クラブ）

黒下　正浩 （岩国クラブ） 北山　陽介 （南陽工業高校）
実近　典明 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 三好　孝汰 （南陽工業高校）

上野　徹 （防府クラブ） 長谷川　大輔（岩国クラブ）
赤岸　直哉 （防府クラブ） 田中　悠大 宇部工ＯＢ会）

松本　英士 （南陽工業高校） 岸田　光樹 （宇部工業高校）
藤谷　康生　 （南陽工業高校） 坂口　巧 （宇部工業高校）

作花　優太 （宇部工OB会） 林　快昌 （宇部興産）
末永　義典 （宇部工OB会） 久野　智規 （宇部興産）

為久　琢也 （宇部興産） 鬼頭　貴之 （山口教員クラブ）
原田　裕二 （宇部興産） 與那城　拓哉（宇部興産）

加藤　蓮 （宇部工業高校） 田中　勇作 （美祢青嶺高校）
岡田　佳也 （宇部工業高校） 大庭　翔樹 （美祢青嶺高校）

山本　真二 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 伊藤　快生 （トクヤマ）
片山　諒 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 末吉　直貴 （トクヤマ）

島岡　健太 （下関白球会） 松本　尚倫 （東ソー南陽）
吉住　響 （下関白球会） 松本　省吾 （東ソー南陽）

出田　俊平 （東ソー南陽） 原山　誠矢 （山口教員クラブ）
井田　聖哉 （東ソー南陽） 多原　将司 （山口教員クラブ）

黒田　祐介 （宇部ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 塩田　悠登 （東ソー南陽）
中村　政登　 （宇部ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 折橋　輝 （東ソー南陽）

竹重　優太 （岩国工業高校） 貞包　有太郎（岩国工業高校）
村中　健太 （岩国工業高校） 村本　力哉 （岩国工業高校）

末次　将亮 （東ソー南陽） 縄田　栄二 （宇部市役所）
山根　広大 （東ソー南陽） 吉國　公人 （山口教員クラブ）

村田　秀斗 （東ソー南陽） 安村　優汰 （宇部興産）
得重　拓己 （東ソー南陽） 藤井　一輝 （宇部興産）

中川　雄太 （下松中学校） 廣重　拓海 （岩国工業高校）
西村　公佑 （下松中学校） 松森　勇気 （岩国工業高校）

南出　隆博 （防府市役所） 田熊　佳朗 （宇部工OB会）
礒辺　隆明 （防府クラブ） 中村　翼 （宇部工OB会）

森尾　勇斗 （宇部情報システム） 友光　正志 （山口教員クラブ）
影山　浩太 （宇部庭球会） 小宮　剛 （山口教員クラブ）

大竹　範行 （宇部興産） 高松　真幸 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
安村　翔汰 （宇部興産） 中西　亮太 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

上田　大輔 （光クラブ） 山内　英司 （山口クラブ）
藤　祥太 （光クラブ） 三浦　新太郎（山口クラブ）

齋藤　直也 （トクヤマ） 鞆川　柊大 （南陽工業高校）
榎園　万沙弥（トクヤマ） 鈴木　文也 （南陽工業高校）

朝原　俊祐 （宇部興産） 吉岡　真司 （東ソー南陽）
中川　健太 （宇部興産） 後藤　準弥 （東ソー南陽）

松田　蒼生 （東ソー南陽） 黒河　浩行 （宇部工OB会）
玉水　康貴 （東ソー南陽） 長嶺　晃樹 （宇部工OB会）

坂本　優佑 （岩国工業高校） 内藤　祐哉 （小野田高校）
杉田　海 （岩国工業高校） 義永　哲士 （小野田高校）

長田　範生 （宇部工OB会） 山本　浩之 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
大下　政之 （山口クラブ） 奥迫　隆史 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

河村　知典 （宇部興産） 川並　蒼羽 （南陽工業高校）
落合　大悟 （宇部興産） 本田　廉 （南陽工業高校）

梅本　修 （光クラブ） 藤井　斗生 （南陽工業高校）
山﨑　翔太 （光クラブ） 柳　碧人 （南陽工業高校）

藤田　亮司 （下関どんぐりｸﾗﾌﾞ） 立場　寛之 （防府クラブ）
三宅　涼汰 （下関どんぐりｸﾗﾌﾞ） 山本　和宏 （トクヤマ）

藤井　春人 （大嶺中学校） 河村　侑哉 （宇部興産）
加藤　迅 （上宇部中学校） 川合　祐人 （宇部興産）

川崎　貴博 （宇部興産）
真柄　壮太郎（宇部興産）

平成31年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選　　

【一般男子　コンソレーション】
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平成31年4月29日

1 松原　悠佳 （高森高校） 2 若本　沙弥 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

丸岡　紗也 （徳山高専高校） 三好　玲奈 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

末益　千夏子（東岐波中学校） 0 橋本　咲 （防府レディース）

斎藤　咲 （厚南中学校） 吉見　由佳莉（防府レディース）

高橋　瑚子 （富田中学校） 安田　純玲 （長府高校）

光永　花漣 （福川中学校） 3 林　百恵 （長府高校）

木嶋　絵理 （防府レディース） 1 0 岡田　紀香 （大津緑葉高校）

竹本　聖歌 （防府レディース） 長岡　未夏 （大津緑葉高校）

今橋　鮎美 （長府高校） 山本　久留美（山口クラブ）

上野　萌恵 （長府高校） 橋本　亜美 （山口クラブ）

具志堅　愛美（長府高校） 1 2 金山　愛海 （長府高校）

市川　朋子 （長府高校） 米原あかり （長府高校）

濵本　春奈 （慶進高校） 小路　架帆 （小野田高校）

松村　莉沙 （慶進高校） 本藤　有日子（小野田高校）

光永　凛 （徳山商工高校）

藤井　愛加 （徳山商工高校） 0

永山　愛沙実（長門高校） 尾崎　詩織 （下松高校）

植中　恵美 （長門高校） 0 樋口　結佳 （下松高校）

古谷　藍子 （防府レディース） 横山　愛佳 （福川中学校）

中村　理佳 （防府レディース） 1 0 川本　里莉 （福川中学校）

加藤　清香 （小野田高校） 内藤　彩希 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

越智　愛乃 （小野田高校） 1 田中　利沙 （教員クラブ）
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平成31年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選　　

【一般女子　本戦】

4 15

0

5 16

3 14

12

1

0

2

高橋・光永
(富田中・福川中)

0



永山　愛沙実（長門高校） 2 若本　沙弥 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）
植中　恵美 （長門高校） 三好　玲奈 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

若本　沙弥 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 永山　愛沙実 （長門高校）
三好　玲奈 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 植中　恵美 （長門高校）

今橋　鮎美 （長府高校）
上野　萌恵 （長府高校）

濵本　春奈 （慶進高校） 今橋　鮎美 （長府高校）
松村　莉沙 （慶進高校） 3 上野　萌恵 （長府高校）

山本　久留美（山口クラブ） 1 小路　架帆 （小野田高校）
橋本　亜美 （山口クラブ） 本藤　有日子 （小野田高校）

小路　架帆 （小野田高校）
本藤　有日子（小野田高校）

濵本　春奈 （慶進高校） 0 山本　久留美 （山口クラブ）
松村　莉沙 （慶進高校） 橋本　亜美 （山口クラブ）

山本　久留美（山口クラブ） 濵本　春奈 （慶進高校）
橋本　亜美 （山口クラブ） 松村　莉沙 （慶進高校）

５位

６位

７位

８位

【一般女子　順位決定戦】

◎　3位・4位　決定戦

◎　5位・6位　決定戦

9 ３位

４位12

平成31年4月29日

5

16

2

18

◎　7位・8位　決定戦

7

7

16



平成31年4月29日

1 松原　悠佳 （高森高校） 3 若本　沙弥 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

丸岡　紗也 （徳山高専高校） 三好　玲奈 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

末益　千夏子（東岐波中学校） 橋本　咲 （防府レディース）

斎藤　咲 （厚南中学校） 吉見　由佳莉（防府レディース）

高橋　瑚子 （富田中学校） 安田　純玲 （長府高校）

光永　花漣 （福川中学校） 林　百恵 （長府高校）

木嶋　絵理 （防府レディース） 岡田　紀香 （大津緑葉高校）

竹本　聖歌 （防府レディース） 長岡　未夏 （大津緑葉高校）

今橋　鮎美 （長府高校） 山本　久留美（山口クラブ）

上野　萌恵 （長府高校） 橋本　亜美 （山口クラブ）

具志堅　愛美（長府高校） 金山　愛海 （長府高校）

市川　朋子 （長府高校） 米原あかり （長府高校）

濵本　春奈 （慶進高校） 小路　架帆 （小野田高校）

松村　莉沙 （慶進高校） 本藤　有日子（小野田高校）

光永　凛 （徳山商工高校）

藤井　愛加 （徳山商工高校） 1

永山　愛沙実（長門高校） 尾崎　詩織 （下松高校）

植中　恵美 （長門高校） 樋口　結佳 （下松高校）

古谷　藍子 （防府レディース） 横山　愛佳 （福川中学校）

中村　理佳 （防府レディース） 川本　里莉 （福川中学校）

加藤　清香 （小野田高校） 内藤　彩希 （徳山ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

越智　愛乃 （小野田高校） 田中　利沙 （教員クラブ）
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3 14

平成31年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選　　

【一般女子　コンソレーション】
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