
大会会長 林 芳正
大会副会長 宮崎 武久

竹島 弘
秋枝 正文

大会委員長 弘中 基之
大会副委員長 岩本 正人
競技委員長 為久 保
審判委員長 奥住 正信

１．主 催 山口県ソフトテニス連盟

２．主 管 周南市ソフトテニス連盟

３．後 援 （公財）周南市体育協会

４．日 時 平成３０年４月８日（日） ９時開会
【雨天の場合：４月２８日 （土）】

５．場 所 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場

平成30年度山口県春季総合選手権
兼全日本選手権予選ソフトテニス大会

大会役員



大会名

日時

場所

順位 所属

１位 河村 侑哉 久野 智規 （宇部興産）

２位 松田 蒼生 中川 健太 （南陽工業高校）

３位 荒尾 大輔 越智 大輔 （宇部興産）

４位 朝原 俊祐 真柄 壮太郎 （宇部興産）

５位 林 快昌 與那城 拓哉 （宇部興産）

６位 河村 知典 鬼頭 貴之 （宇部興産・山口教員クラブ ）

７位 川崎 貴博 川合 祐人 （宇部興産）

８位 黒河 浩行 末永 義典 （宇部工OB会）

１位 山田 葉七 川口 みゆき （岩国商業高校）

２位 原田 佳奈 中村 希歩 （岩国商業高校）

３位 松本 麻奈 石本 真菜 （岩国高校）

4位 岩本 彩希 岩本 真季 （徳山ソフトテニスクラブ）

5位 福井 紀子 青木 友美 （徳山ソフトテニスクラブ）

6位 松岡 真穂 三好 絵梨 （学連・山口教員クラブ）

7位 梶山 理香 中村 桃香 （宇部興産・徳山ソフトテニスクラブ）

8位 引頭 直香 増田 遙菜 （岩国商業高校）

一般女子

平成30年度 山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選ソフトテニス大会

平成30年4月8日（日）

キリンビバレッジ周南庭球場

種別 ペア名

一般男子

<最終順位>



平成30年4月8日

荒尾 大輔 （宇部興産） 朝原 俊祐 （宇部興産）
越智 大輔 （宇部興産） 真柄 壮太郎 （宇部興産）

松田 浩志 （川下中学校） 1 鞆川 柊大 （下松中学校）
松本 七海 （川下中学校） 中川 雄太 （下松中学校）

井上 流輝哉 （長門高校） 田平 裕紀 （宇部庭球会）
佐伯 直紀 （長門高校） 0 中村 まなと （宇部庭球会）

黒下 正浩 （岩国クラブ） 友光 正志 （山口教員クラブ）
実近 典明 （徳山ソフトテニスクラブ） 小宮 剛 （山口教員クラブ）

田中 大揮 （宇部工業高校） 宮本 悠生 （防府クラブ）
徳永 幹也 （宇部工業高校） 3 1 赤岸 直哉 （防府クラブ）

内藤 響 （宇部工OB会） 1 0 藤原 隼斗 （岩国工業高校）
上田 泰弘 （宇部工OB会） 二反田 伊吹 （岩国工業高校）

枳本 猛 （東ソー南陽） 吉岡 真司 （東ソー南陽）
山根 広大 （東ソー南陽） 玉水 康貴 （東ソー南陽）

河村 知典 （宇部興産） 安村 優汰 （宇部興産）
鬼頭 貴之 （山口教員クラブ） 原田 裕二 （宇部興産）

作花 優太 （宇部工OB会） 岩岡 賢司 （周南市役所）
田中 雄大 （宇部工OB会） 0 3 1 千原 竜朗 （周南市役所）

藤田 亮司 （下関どんぐりクラブ） 0 橋本 和明 （光ソフトテニスクラブ）
三宅 涼汰 （下関どんぐりクラブ） 山﨑 翔太 （光ソフトテニスクラブ）

中村 勇貴 （周南市役所） 松本 尚倫 （東ソー南陽）
岡村 幸介 （周南市役所） 井田 聖哉 （東ソー南陽）

藤井 悠貴 （宇部興産） 3 高松 真幸 （徳山ソフトテニスクラブ）
落合 大悟 （宇部興産） 山本 真二 （徳山ソフトテニスクラブ）

荒美 由輔 （徳山ソフトテニスクラブ） 川並 蒼生 （南陽工業高校）
谷 直樹 （山口教員クラブ） 本田 廉 （南陽工業高校）

松本 英士 （南陽工業高校） 1 黒河 浩行 （宇部工OB会）
藤谷 康生 （南陽工業高校） 末永 義典 （宇部工OB会）

岩本 将志 （東ソー南陽）
山下 祥吾 （東ソー南陽）

川崎 貴博 （宇部興産） 為久 琢也 （宇部興産）
川合 祐人 （宇部興産） 藤井 一輝 （宇部興産）

神田 守道 （岩国工業高校） 中村 徹 （トクヤマ）
寺﨑 慎矢 （岩国工業高校） 石田 達也 （トクヤマ）

出田 俊平 （東ソー南陽） 長田 範生 （宇部工OB会）
田中 和也 （東ソー南陽） 2 影山 浩太 （宇部庭球会）

塩田 悠登 （南陽工業高校） 松本 省吾 （東ソー南陽）
安村 翔汰 （南陽工業高校） 田丸 彰悟 （東ソー南陽）

田熊 佳朗 （宇部工OB会） 藤井 勇希 （徳山ソフトテニスクラブ）
中村 翼 （宇部工OB会） 片山 諒 （徳山ソフトテニスクラブ）

齋藤 直也 （トクヤマ） 杉本 隆宏 （宇部市役所）
末吉 直貴 （トクヤマ） 着本 恭史 （宇部市役所）

縄田 栄二 （宇部市役所） 松田 蒼生 （南陽工業高校）
吉國 公人 （山口教員クラブ） 中川 健太 （南陽工業高校）

末次 将亮 （東ソー南陽） 村田 秀斗 （東ソー南陽）
後藤 準弥 （東ソー南陽） 得重 拓己 （東ソー南陽）

上田 大輔 （防府クラブ） 原田 洸太 （柳井商工高校）
落合 奨 （防府クラブ） 重冨 挙輝 （柳井商工高校）

武市 大輝 （下松中学校） 藤井 斗生 （南陽工業高校）
西村 公佑 （下松中学校） 折橋 輝 （南陽工業高校）

伊藤 快生 （トクヤマ）
梅本 修 （光ソフトテニスクラブ） 大竹 範行 （宇部興産）
藤 祥太 （光ソフトテニスクラブ） 国重 裕洋 （宇部興産）

津江田 敬一 （徳山ソフトテニスクラブ） 0 野上 晃生 （宇部工業高校）
野尻 敦也 （徳山ソフトテニスクラブ） 濱﨑 一麻 （宇部工業高校）

加藤 蓮 （宇部工業高校） 長谷川 大輔 （岩国クラブ）
内藤 祐哉 （小野田高校） 佐伯 智洋 （岩国クラブ）

河村 侑哉 （宇部興産） 林 快昌 （宇部興産）
久野 智規 （宇部興産） 與那城 拓哉 （宇部興産）
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【一般男子 本戦】
河村 侑哉 （宇部興産）
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荒尾 大輔 （宇部興産）

越智 大輔 （宇部興産）

朝原 俊祐 （宇部興産）

真柄 壮太郎 （宇部興産） 2

河村 知典 （宇部興産）

鬼頭 貴之 （山口教員クラブ）

川崎 貴博 （宇部興産）

川合 祐人 （宇部興産） 2

黒河 浩行 （宇部工OB会） 0
末永 義典 （宇部工OB会）

林 快昌 （宇部興産）

與那城 拓哉 （宇部興産）

川崎 貴博 （宇部興産）

川合 祐人 （宇部興産）

黒河 浩行 （宇部工OB会）

末永 義典 （宇部工OB会） 3

【一般男子 順位決定戦】
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◎ 7位・8位 決定戦

平成30年4月8日
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◎ 5位・6位 決定戦

◎ 3位・4位 決定戦



平成30年4月8日

荒尾 大輔 （宇部興産） 朝原 俊祐 （宇部興産）
越智 大輔 （宇部興産） 2 真柄 壮太郎 （宇部興産）

松田 浩志 （川下中学校） 鞆川 柊大 （下松中学校）
松本 七海 （川下中学校） 中川 雄太 （下松中学校）

井上 流輝哉 （長門高校） 田平 裕紀 （宇部庭球会）
佐伯 直紀 （長門高校） 中村 まなと （宇部庭球会）

黒下 正浩 （岩国クラブ） 友光 正志 （山口教員クラブ）
実近 典明 （徳山ソフトテニスクラブ） 小宮 剛 （山口教員クラブ）

田中 大揮 （宇部工業高校） 宮本 悠生 （防府クラブ）
徳永 幹也 （宇部工業高校） 赤岸 直哉 （防府クラブ）

内藤 響 （宇部工OB会） 藤原 隼斗 （岩国工業高校）
上田 泰弘 （宇部工OB会） 二反田 伊吹 （岩国工業高校）

枳本 猛 （東ソー南陽） 吉岡 真司 （東ソー南陽）
山根 広大 （東ソー南陽） 玉水 康貴 （東ソー南陽）

河村 知典 （宇部興産） 安村 優汰 （宇部興産）
鬼頭 貴之 （山口教員クラブ） 原田 裕二 （宇部興産）

作花 優太 （宇部工OB会） 岩岡 賢司 （周南市役所）
田中 雄大 （宇部工OB会） 千原 竜朗 （周南市役所）

藤田 亮司 （下関どんぐりクラブ） 橋本 和明 （光ソフトテニスクラブ）
三宅 涼汰 （下関どんぐりクラブ） 山﨑 翔太 （光ソフトテニスクラブ）

中村 勇貴 （周南市役所） 松本 尚倫 （東ソー南陽）
岡村 幸介 （周南市役所） 井田 聖哉 （東ソー南陽）

藤井 悠貴 （宇部興産） 高松 真幸 （徳山ソフトテニスクラブ）
落合 大悟 （宇部興産） 山本 真二 （徳山ソフトテニスクラブ）

荒美 由輔 （徳山ソフトテニスクラブ） 川並 蒼生 （南陽工業高校）
谷 直樹 （山口教員クラブ） 本田 廉 （南陽工業高校）

松本 英士 （南陽工業高校） 1 黒河 浩行 （宇部工OB会）
藤谷 康生 （南陽工業高校） 末永 義典 （宇部工OB会）

岩本 将志 （東ソー南陽）
山下 祥吾 （東ソー南陽）

川崎 貴博 （宇部興産） 為久 琢也 （宇部興産）
川合 祐人 （宇部興産） 藤井 一輝 （宇部興産）

神田 守道 （岩国工業高校） 中村 徹 （トクヤマ）
寺﨑 慎矢 （岩国工業高校） 石田 達也 （トクヤマ）

出田 俊平 （東ソー南陽） 長田 範生 （宇部工OB会）
田中 和也 （東ソー南陽） 影山 浩太 （宇部庭球会）

塩田 悠登 （南陽工業高校） 松本 省吾 （東ソー南陽）
安村 翔汰 （南陽工業高校） 田丸 彰悟 （東ソー南陽）

田熊 佳朗 （宇部工OB会） 藤井 勇希 （徳山ソフトテニスクラブ）
中村 翼 （宇部工OB会） 片山 諒 （徳山ソフトテニスクラブ）

齋藤 直也 （トクヤマ） 杉本 隆宏 （宇部市役所）
末吉 直貴 （トクヤマ） 着本 恭史 （宇部市役所）

縄田 栄二 （宇部市役所） 松田 蒼生 （南陽工業高校）
吉國 公人 （山口教員クラブ） 中川 健太 （南陽工業高校）

末次 将亮 （東ソー南陽） 村田 秀斗 （東ソー南陽）
後藤 準弥 （東ソー南陽） 得重 拓己 （東ソー南陽）

上田 大輔 （防府クラブ） 原田 洸太 （柳井商工高校）
落合 奨 （防府クラブ） 重冨 挙輝 （柳井商工高校）

武市 大輝 （下松中学校） 藤井 斗生 （南陽工業高校）
西村 公佑 （下松中学校） 折橋 輝 （南陽工業高校）

梅本 修 （光ソフトテニスクラブ） 大竹 範行 （宇部興産）
藤 祥太 （光ソフトテニスクラブ） 国重 裕洋 （宇部興産）

津江田 敬一 （徳山ソフトテニスクラブ） 野上 晃生 （宇部工業高校）
野尻 敦也 （徳山ソフトテニスクラブ） 濱﨑 一麻 （宇部工業高校）

加藤 蓮 （宇部工業高校） 長谷川 大輔 （岩国クラブ）
内藤 祐哉 （小野田高校） 佐伯 智洋 （岩国クラブ）

河村 侑哉 （宇部興産） 2 林 快昌 （宇部興産）
久野 智規 （宇部興産） 與那城 拓哉 （宇部興産）
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田中 大揮 （宇部工業高校）

徳永 幹也 （宇部工業高校）

1 30

【一般男子 コンソレーション】
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平成30年4月8日

梶山 理香 （宇部興産） 福井 紀子 （徳山ソフトテニスクラブ）

中村 桃香 （徳山ソフトテニスクラブ） 青木 友美 （徳山ソフトテニスクラブ）

1 0

森田 楓夏 （下関西高校） 0 1 三輪 奈穂 （徳山高校）

具志堅 紀子 （下関西高校） 松村 佳奈 （徳山高校）

3 0
具志堅 愛美 （長府高校） 加藤 清香 （小野田高校）

岩城 七海 （長府高校） 本藤 有日子 （小野田高校）

1

松本 麻奈 （岩国高校） 0 永山 愛沙実 （長門高校）

石本 真菜 （岩国高校） 山田 菜々 （長門高校）

徳原 早紀 （徳山商工高校） 原田 佳奈 （岩国商業高校）

宮﨑 琴子 （徳山商工高校） 1 中村 希歩 （岩国商業高校）

1
山田 葉七 （岩国商業高校） 引頭 直香 （岩国商業高校）

川口 みゆき （岩国商業高校） 増田 遙菜 （岩国商業高校）

0

野村 茉央 （徳山ソフトテニスクラブ） 新門 佑華 （小野田高校）

三好 玲奈 （徳山ソフトテニスクラブ） 0 1 原田 瞳子 （小野田高校）

1
金山 愛海 （長府高校） 1 3 小田 歩佳 （徳山商工高校）

市川 朋子 （長府高校） 中村 真子 （徳山商工高校）

2 2

石本 華菜 （岩国高校） 今橋 鮎美 （長府高校）

村本 侑香 （岩国高校） 仁木 彩花 （長府高校）

2

松岡 真穂 （学連） 岩本 彩希 （徳山ソフトテニスクラブ）

三好 絵梨 （山口教員クラブ） 岩本 真季 （徳山ソフトテニスクラブ）

1 11
川口 みゆき （岩国商業高校）

平成30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】

山田 葉七 （岩国商業高校）
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松本 麻奈 （岩国高校）
石本 真菜 （岩国高校）

岩本 彩希 （徳山ソフトテニスクラブ）
岩本 真季 （徳山ソフトテニスクラブ） 3

梶山 理香 （宇部興産） 3
中村 桃香 （徳山ソフトテニスクラブ）

松岡 真穂 （学連）
三好 絵梨 （山口教員クラブ）

福井 紀子 （徳山ソフトテニスクラブ）
青木 友美 （徳山ソフトテニスクラブ）

引頭 直香 （岩国商業高校）
増田 遙菜 （岩国商業高校） 3

梶山 理香 （宇部興産）
中村 桃香 （徳山ソフトテニスクラブ）

引頭 直香 （岩国商業高校）
増田 遙菜 （岩国商業高校） 3

【一般女子 順位決定戦】

◎ 3位・4位 決定戦

平成30年4月8日

20

4
松本 麻奈

16

◎ 5位・6位 決定戦

◎ 7位・8位 決定戦

16

1

1

10

11

3



平成30年4月8日

梶山 理香 （宇部興産） 福井 紀子 （徳山ソフトテニスクラブ）

中村 桃香 （徳山ソフトテニスクラブ） 青木 友美 （徳山ソフトテニスクラブ）

3
0

森田 楓夏 （下関西高校） 三輪 奈穂 （徳山高校）

具志堅 紀子 （下関西高校） 松村 佳奈 （徳山高校）

具志堅 愛美 （長府高校） 加藤 清香 （小野田高校）

岩城 七海 （長府高校） 本藤 有日子 （小野田高校）

1

松本 麻奈 （岩国高校） 永山 愛沙実 （長門高校）

石本 真菜 （岩国高校） 山田 菜々 （長門高校）

徳原 早紀 （徳山商工高校） 原田 佳奈 （岩国商業高校）

宮﨑 琴子 （徳山商工高校） 中村 希歩 （岩国商業高校）

0

山田 葉七 （岩国商業高校） 引頭 直香 （岩国商業高校）

川口 みゆき （岩国商業高校） 増田 遙菜 （岩国商業高校）

2

野村 茉央 （徳山ソフトテニスクラブ） 新門 佑華 （小野田高校）

三好 玲奈 （徳山ソフトテニスクラブ） 原田 瞳子 （小野田高校）

1
金山 愛海 （長府高校） 小田 歩佳 （徳山商工高校）

市川 朋子 （長府高校） 中村 真子 （徳山商工高校）

石本 華菜 （岩国高校） 今橋 鮎美 （長府高校）

村本 侑香 （岩国高校） 仁木 彩花 （長府高校）

1

松岡 真穂 （学連） 岩本 彩希 （徳山ソフトテニスクラブ）

三好 絵梨 （山口教員クラブ） 岩本 真季 （徳山ソフトテニスクラブ）

平成30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】

徳原 早紀 （徳山商工高校）

1
宮﨑 琴子 （徳山商工高校）

11

2

10 20

7 17

18

19

12

13

8

9

166

3

4 14

5 15


