
2021年度中国四国学生テニス王座

ランキング表

男子シングルス 男子ダブルス
１位 大村　駿斗 （広島大学） １位 吉井　恵三 （広島大学）

２位 濱永　虎之介 （松山大学） ２位 濱永　虎之介 （松山大学）

３位 吉井　恵三 （広島大学） ２位 武田　大輝 （松山大学）

４位 村田　智哉 (岡山大学） ４位 阿部　称也 (松山大学)

５位 武田　大輝 (松山大学） ５位 大村　駿斗 (広島大学)

６位 阿部　称也 （松山大学） ６位 花田　志竜 （松山大学）

７位 廣島　朋哉 （松山大学） ７位 野内　綾太 （岡山大学）

８位 岡田　修一郎 (広島修道大学） ８位 宮川　真輝 （岡山大学）

９位 野内　綾太 (岡山大学） ８位 新居　岳士 （岡山大学）

１０位 浅尾　颯斗 （広島修道大学） １０位 上田　真央 （松山大学）

女子シングルス 女子ダブルス
１位 沖野　真奈美 （松山大学） １位 藤原　瑠音 （ノートルダム清心女子大学）

２位 藤原　瑠音 （ノートルダム清心女子大学） １位 向井　菜々帆 （ノートルダム清心女子大学）

３位 澤田　菜那 （松山大学） ３位 坂井　愛悠 （環太平洋大学）

４位 梅林　咲甫 （広島大学） ３位 田中　陽明子 （環太平洋大学）

５位 金子　あゆ （愛媛大学） ５位 竹田彩月 （松山大学）

６位 佐野　利奈 （山口大学） ５位 澤田菜那 （松山大学）

７位 竹田　彩月 （松山大学） ７位 佐藤玲紗 （松山大学）

８位 本田　ひなの （松山大学） ８位 沖野真奈美 （松山大学）

９位 仲島　優衣 （鳥取大学） ９位 田中真唯 （松山大学）

１０位 笠原　扉奈 （山口大学） １０位 佐野利奈 （山口大学）



　



ダブルス出場順位　解釈表

Ａ Ｂ
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2
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※ランキングは、王座出場者による王座ランキングを用いる。

※中四国大会とは、2021春季、H31新進、H31室内、H31夏季の選手権大会をいう。

※室内本戦出場は中四国大会ＭＳ１６、ＭＤ８、ＷＳ１６、ＷＤ８に相当する。

※新進優勝は中四国大会 ＭＳ１６、ＭＤ８、ＷＳ８、ＷＤ４に相当し、

   新進準優勝はＭＳ３２、ＭＤ１６、ＷＳ１６、ＷＤ８に相当する。

   なお、新進ベスト４以下は無資料扱いとする。

※各項目において、ＭＳ１６、ＭＤ８、ＷＳ８、ＷＤ４以上は、

　2021春季、H31新進、H31室内、H31夏季の順に優先する。

 　また、各項目においてＭＳ３２、ＭＤ１６、ＷＳ１６、ＷＤ８は、

　2021春季、H31新進、H31室内、H31夏季の順に優先する。

※複数ペアが同じ項目となった場合は、まずＡの項目成績で比較し、Ａが同じ場合

 　はBの項目成績を比較、さらに同じ場合は各々の第２成績で比較する。

※例外として、ランキングプレーヤー同士のペアは、２人の順位をたして数が少な

　 いほうが上位で出場する。同じ場合はランキング上位者のペアを上位とする。

※尚、ランキングプレイヤーとは前頁の王座ランキング表に掲載されている選手のことを指す。

※解釈表の左端の数字は出場順位を表す。

中四国大会ダブルス　ベスト１６以上

新進ダブルス　準優勝以上

中四国大会ダブルス　ベスト１６以上

新進ダブルス　準優勝以上

中四国大会優勝ペア

3 ダブルスランキングプレーヤー

ダブルスランキングプレーヤー ダブルスランキングプレーヤー

中四国大会ダブルス　ベスト１６以上

新進ダブルス　準優勝以上

4

6 無資料

ダブルスランキングプレーヤー 無資料

中四国大会ダブルス　ベスト１６以上

新進ダブルス　準優勝以上



R4年度成績一覧表
男子シングルス

部 大学名 出場順 選手名 成績
一部

二部

三部 広島修道大学 1 岡田　修一郎 ランキング9位、春4、夏32、室内8
2 浅尾　颯斗 春8、夏32
3 濱岡　柊生 春16
4 前川　拓之 春32

広島文化学園大学 1 竹野　友都 春８、夏32

2 中村　伊織利 春32

2 田坂　一馬 春32

四部 徳島大学 1 藤見　泰雅 春16、室内16

2 市川　隆一 新進F、夏32

3 片山　豪太 春32

島根大学 1 金阪　大夢 春16、室内16

2 仲野　孝輝 夏32

岡山県立大学 1 矢野　秀樹 春32



R4年度成績一覧表
男子ダブルス

部 大学名 出場順 選手名 成績

三部 広島修道大学 1 迫　雄太 夏16
1 浅尾　颯斗 夏16
1 須賀　浩一 夏16
4 岡田　修一郎 春16
4 前川　拓之 春16

広島文化学園大学 1 中村　伊織利 夏8
1 中村　辰耶 夏8
3 梶川　剛史 春16
3 田坂　一馬 春16

高知大学 1 金本　一真 夏16

1 十亀　航平 夏16

四部 　徳島大学 1 藤見　泰雅 春16
1 片山　豪太 春16



男子３部校
高知大学
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１）浅尾　２）須賀　３）迫　４)岡田　５）前川

１）中村伊　２）中村辰　３）梶川　４）田坂

A

１）中村伊　２）中村辰　３）梶川　４）田坂

１）中村伊　２）中村辰　３）梶川　４）田坂

無資料

無資料

１）中村伊　２）中村辰　３）梶川　４）田坂

１）金本　２）十亀

１）金本　２）十亀

BA

１）浅尾　２）須賀　３）迫　４)岡田　５）前川

１）金本　２）十亀

B

広島文化学園大学

１）浅尾　２）須賀　３）迫　４)岡田　５）前川

無資料

無資料

BA

１）浅尾　２）須賀　３）迫　４)岡田　５）前川

広島修道大学

無資料１）金本　２）十亀

無資料


