
主 催 広島市テニス協会

後 援 広島市・（公財）広島市スポーツ協会

協 賛 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

日 程 ２０１５年９月１２日（土）・１３日（日）・２１日（祝）・２２日（祝）・[予備日：２３日（祝）］

種目別日程は別紙タイムスケジュール通り

会 場 広島広域公園テニスコート　（広島市安佐南区大塚西）

試 合 球 ダンロップフォート

試合 方法 トーナメント方式

ダブルス２試合，シングルス１試合で行います。

どちらかのチームが初回戦の場合のみ，すべての試合を行います。

以降はポイントの打ち切りとなります。

リーグ戦

ダブルス２試合，シングルス１試合ですべての試合を行います。

打ち切りにはなりません。

№１ダブルス，№２ダブルス，シングルスの順で試合を行います。

ただし，運営上順序を変更したり，2面対応で行う場合があります。

試合方法は８ゲームプロセット（８－８後タイブレーク）セミアドバンテージ方式で行います。

リーグ戦は，１セットマッチ（６－６後タイブレーク）で行います。

天候その他の状況により変更する場合があります。

『ＪＴＡルール』『ＪＴＡトーナメント競技規則』に基づいて行います。

受 付 キャプテンは試合開始予定時刻の20分前までに人数を確認のうえ受付を済ませてください。

オーダー交換・結果報告用紙を本部で受け取ってください。この用紙の取り扱い方法につい

ては受付後に説明しますので，キャプテンは必ず集合してください。

試合開始前のオーダー交換のときに，選手がそろっていない場合は失格となります。

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ サービス４本のみ

審 判 全試合をセルフジャッジとします。

服 装 『ＪＴＡトーナメント競技規則』服装規定を準用します。

雨天等の問い合わせ

コート集合を原則とします。

次の日程・試合開始予定時刻・集合場所は，現地でレフェリーの指示に従ってください。

雨が降っても待機して始めることがありますので，注意してください。

【レフェリー】 高橋　由啓

【co・レフェリー】　　福井　由紀子　・　小笠原　裕子　・　小林　雅子

【大会本部連絡先】　　０９０－９０６８－４５５２　　（大会期間中の8時40分から連絡できます。）

第２７回広島市クラブ対抗テニス選手権大会　実施要項



種　　目 ９月１２日（土） ９月１３日（日） ９月２１日（祝） ９月２２日（祝） ９月２３日（祝）

　９：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ２

１１：００　Ｒ／Ｒ　２ｖｓ３

１３：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ３

　９：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ２

１１：００　Ｒ／Ｒ　２ｖｓ３

１３：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ３

　９：００　１R

１１：００　F

　９：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ２

１１：００　Ｒ／Ｒ　２ｖｓ３

１３：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ３

　９：００　１Ｒ 　９：００　　SF～F

　　２Ｒ（５ｖｓ８．９ｖｓ１２

　　１３ｖｓ１６．１７ｖｓ２０

　２１ｖｓ２４．２５ｖｓ２８）

１１：００　２Ｒ（対１R勝者）

１３：００　ＱＦ

　９：００　１Ｒ 　９：００　Ｆ

　２Ｒ（５ｖｓ８．９ｖｓ１２）

１１：００　２Ｒ（対１R勝者）

１３：００　ＳＦ

　９：００　１Ｒ 　９：００　ＳＦ～Ｆ

１０：３０　２Ｒ～ＱＦ

　９：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ２

１１：００　Ｒ／Ｒ　２ｖｓ３

１３：００　Ｒ／Ｒ　１ｖｓ３

　９：００　１Ｒ 　９：００　ＳＦ～Ｆ

１０：３０　２Ｒ

　９：００　１Ｒ 　９：００　Ｆ

１１：００　２Ｒ

このタイムスケジュールは、オーダーオブプレイに変わるものです。

※注意：男女１回戦がBYEとなっているチームの２回戦が９：００よりスタートとなっております。

予

備

日

第２７回　広島市クラブ対抗テニス選手権大会　タイムスケジュール

男子ーＣ

女子ーＣ

男子ーＤ

女子ーD

予

備

日

男子ーA

女子ーA

ベテラン男子

ベテラン女子

男子ーB

女子ーB
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クラブ代表者 殿 

                             広島市テニス協会 

競 技 委 員 会 

 

広島市クラブ対抗選手権大会の注意事項について 

 

 上記の大会に参加されるにあたって，以下の事項についてご注意願います。 

 

(1)ダブルスに出場する選手は，シングルスのみ兼ねて出場することができます。 

 

(2)試合開始時に，オーダー交換用紙に書かれているメンバーがそろっていないと失格となります。 

※注 受付時に最低４名そろっていないと失格になります。 

 

(3)オーダーの交換について，運営本部でのチェックは行いません。次のように，対戦するチームど

うしで行います。 

①ドロー(仮ドロー)にあるメンバー表を用いて，各チームがオーダー用紙に記入します。  

②試合開始前の整列する時に，オーダーを対戦するチームと交換します。  

 ※この整列した時にいるメンバーのみ試合をすることができます。  

③お互いに「ダブルス１」，「ダブルス２」，「シングルス」の選手を紹介しあって，相互でメン

バーの確認を行います。 

 ※ オーダー用紙が結果報告用紙も兼ねます。 

 

(4)天候等により，当初予定していた日程で試合が消化できない場合，オーダー交換後のメンバー変

更については次のように対処します。 

  (a)No.１ダブルスの試合のファーストポイントが開始されるまでに試合が順延された場合 

    ････すべてのメンバー変更は可能です。オーダーを再度交換してください。 

  (b)いずれかの試合が始まってしまった場合 

    ････ゲームが成立しているものについては有効です。 

      途中試合の場合は，その続きからとなり，その試合のメンバー変更はできません。(試

合続行不能なチームは棄権となります。) 

      試合が開始されていない場合は，メンバー変更は可能です。 

 

(5)応援等について 

・ベンチコーチは，メンバー表にエントリーしている人に限り，各試合に 1 名つくことがで

きます。ただし，アドバイス等はエンドチェンジの間でしか行うことはできません。（タ

イブレーク中は除く） 

・団体戦の試合における観客の応援は，相手の選手を中傷したり，けなしたり，スポーツマンシ

ップに反するような悪質な応援をしないようにしてください。ジャッジやスコアに関しての発

言も認められていません。悪質な応援があった場合はその応援をしたチームの側にペナルティ

ーがかかります。 

 

以 上 



第27回広島市クラブ対抗テニス選手権大会上位結果

男子Ａ級

男子Ｂ級

男子Ｃ級

女子ベテラン

男子Ｄ級

男子ベテラン

女子Ａ級

女子Ｂ級

女子Ｃ級

女子Ｄ級



ながれものＳｉｎｃｅ３４ＭＨＩ－広島 勝敗 取得率 順位

1 ながれもの

2 Ｓｉｎｃｅ３４

3 ＭＨＩ－広島

Win The Match ＳＩＺＥ ながれもの 勝敗 取得率 順位

1 Win The Match

2 ＳＩＺＥ

3 ながれもの

ケ・セラ・セラ Ｔ．ＪＯＨ Tennis Nuts & bonbon 勝敗 取得率 順位

1 ケ・セラ・セラ

2 Ｔ．ＪＯＨ

3 Tennis Nuts & bonbon

4 金曜塾

『ベテラン女子』

※試合順序：１－２，２－３，１－３

2 Ｊ’Ｓｏｎｓ

3 ＡＬＬＭＡＮ

SEED:1.チームＴＫ

1 チームＴＫ

『男子Ａ級』

※試合順序：１－２，２－３，１－３

『女子Ａ級』

※試合順序：１－２，２－３，１－３

『ベテラン男子』



ＳＥＥＤ：１．チームＴＫ２．ＮＢテニスガーデン３～４ＭＨＩ－広島・リョーコーＴＣ

8 マツダ㈱ 16 ＮＢﾃﾆｽガーデン

『女子Ｂ級』

ＳＥＥＤ：１．打ち上げし隊☆２．リョーコーＴＣ３～４．ながれもの・ＮＯ　ＭＡＲＫ－Ａ５～８．ＢＯＲＤＥＲ－ＬＩＮＥ・サンデーＴＣ・ウイファミリー・ＪＳＷ

6 Ｂｙｅ 14 Tennis Nuts & bonbon

2 Ｂｙｅ 10 Ｂｙｅ

3 リョーコーＴＣーＢ 11 Ｂｙｅ

7 Ｂｙｅ 15 Ｂｙｅ

4 やすいそ庭球部 12 リョーコーＴＣ－Ａ

5 ＭＨＩ－広島 13 ＳＩＺＥ

第２７回　広島市クラブ対抗テニス選手権大会　　『男子Ｂ級』

1 チームＴＫ 9 みなみ坂Ｔ．Ｓ

15 Ｂｙｅ 31 Ｂｙｅ

16 サンデーＴＣ 32 リョーコーＴＣ

13 オンザマークＴＣ 29 ＮＢテニスガーデン

14 Ｂｙｅ 30 ロブテニスクラブ

11 Ｂｙｅ 27 Ｂｙｅ

12 Ａテニスクラブ 28 ＨＰＧﾃﾆｽクラブ

9 ながれもの 25 ＪＳＷ

10 Ｂｙｅ 26 Ｂｙｅ

7 Ｂｙｅ 23 Ｂｙｅ

8 ＢＯＲＤＥＲ－ＬＩＮＥ 24 ＮＯ　ＭＡＲＫ－Ａ

5 ＮＡ　Ｃｒａｍｐ 21 ＭＨＩ－広島

6 Ｂｙｅ 22 Ｂｙｅ

3 ＮＯ　ＭＡＲＫ－Ｂ 19 Ｂｙｅ

4 ＧＲＡＮＤＥ 20 広島信用金庫

1 打ち上げし隊☆ 17 ウイファミリー

2 Ｂｙｅ 18 Ｂｙｅ



 

勝敗 取得率 順位

1 リョーコーＴＣ

2 サンデーＴＣ

3 ＮＢﾃﾆｽガーデン

※試合順序：１－２・２－３・１－３

リョーコーＴＣ サンデーＴＣＮＢﾃﾆｽガーデン

13 HPGテニスクラブ

ＳＥＥＤ：１．ＭＨＩ－広島２．ＢＳＴＣ３～４．マツダ㈱・ＪＳＷ５～８．大州テニスクラブ・Team ADVANCE・はいたっち・リョーコーＴＣ

『女子Ｃ級』

15 Ｂｙｅ ３１ Ｂｙｅ

16 Team ADVANCE ３２ ＢＳＴＣ

29 フォルト

14 Ｂｙｅ 30 Potbelly-B

11 ＮＢテニスガーデン 27 Ｂｙｅ

12 シリウス 28 チームＹ２

9 マツダ㈱ 25 リョーコーＴＣ

10 Ｂｙｅ 26 Ｂｙｅ

23 Ｂｙｅ

8 大州テニスクラブ 24 ＪＳＷ

２１ ＨＷＴＣ

6 はつしばクラブ 22 すぱこんず

第２７回　広島市クラブ対抗テニス選手権大会　　『男子Ｃ級』
1 ＭＨＩー広島 17 はいたっち

2 Ｂｙｅ 18 Ｂｙｅ

7 Ｂｙｅ

5 Potbelly-A

3 ＣＥＣ．ＴＣ 19 Ｂｙｅ

4 ＩＭＣ 20 ラフ＆ラフ



2 ＢＹｅ 10 Ｂｙｅ

第２７回　広島市クラブ対抗テニス選手権大会　　『男子Ｄ級』
1 広島ＤＦＡＢ 9 BORDER-LINE

3 ウチテニ広島 11 Ｂｙｅ

4 やすいそ庭球部 12 マツダ㈱

5 ＮＡ　Ｃｒａｍｐ 13 Tension

6 Ｂｙｅ 14 NBテニスガーデン

『女子Ｄ級』

7 Ｂｙｅ 15 Ｂｙｅ

8 GRANDE 16 ＭＨＩ－広島

SEED:１．広島DFAB２．MHI-広島３～４．NA Cramp・マツダ㈱

1 プレイメイト

2 Bye

4 BORDER-LINE

3 ＤＯ　ＴＣ

SEED:1.プレイメイト２．ノアインドア広島西

8 ノアインドア広島西

7 Bye

6 ＧＲＡＮＤＥ

5 マツダ㈱



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　A　　　　級　　　　　　　　男　　子　　　

　　　　　　No1

A B C D E F G H

1 ＭＨＩ-広島 山崎　浩希 森永　雄一朗 松永　大勲 松村　憲一 小川　雄大

2 ながれもの 松尾　直樹 渡辺　修宏 菅原　高迅 徳永　康宏 岡田　浩明

3 Since34 武田　将孝 南　一郎 溝山　智樹 小西　雄太 平野　晃義 酒井　孝浩

4

5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　A　　　　級　　　　　　　　女　　子　　　

　　　　　　No1

A B C D E F G H

1 ＳＩＺＥ 増本　真澄 田中　靖子 濱尾　優子 原　実智子 水戸　雅子

2 ながれもの 清田　千恵子 西久保　絵里 妹尾　真紀 繁村　宏美 岩田　麻美 下仲　恵美　　B 松尾　杏子　　B

3 Win The Match 石原　梨奈 金山　久美子 田中　芽久美 宮本　沙織 安成　靖子

4

5

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　B　　　　級　　　　　　　　男　　子　　　

　　　　　　No1

A B C D E F G H

1 打ち上げし隊☆ 松根　達也 林　成司 有田　俊秀 世良　尚太 益　達郎 坂原　昂 村田　清一 高田　卓郎

2 オンザマークTC 弘中　実 上村　陵志 義永　博美 幅野　浩司 若狭　圭 吉田　精治

3 ＭＨＩ-広島 若杉　一幸 古川　祐紀 白地　貴之 大久保　優介 馬上　凌輔　　C 水田　桂司 比本　征志 網永　稔啓

4 ＪＳＷ 須山　友樹 山田　満夫 東定　誠 木下　雅 秋本　達矢 山本　惟由 山口　篤典

5 BORDER-LINE 大塚　匡輔 梶原　雄二 石山　哲　　 C 日浦　拓也　　C 大畠　康　　   C

6 GRANDE 猪口　彰顕 清野　隆介 山本　遼 菅野　孝之 三上　敦史 西本　翔 中野　貴規 東　雅貴

7 ウィファミリー 平本　博秋 小川　薫 菊地　徹 三上　克則 槙原　弘 木本　裕昭 大橋　信二 久常　貴則

8 ながれもの 秋吉　大地 田部　英樹 安澤　公哉 三谷　広域 西原　充洋 氏平　直樹 三島　裕人 福原　史彦

9 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 生野　真治　　C 生野　翔大　　C 江頭　富士敏 益田　拓也 松坂　康雄 松坂　悠哉

10 Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井上　崇 中吉　真秀 寺下　泰光 福間　誠 福間　輝 大地　正樹 佐伯　哲也　　D

11 NA Cramp 西村　昭彦 徳田　真悟 藤田　尚也　　C 角　隆文 野中　亮二　　C 山下　雅裕 橋本　祐樹　　C 井上　立史　　D

12 NO MARK-A 沖中　誠 石橋　正秀 長尾　博行 池田　大輔 山本　光太 永井　雅美

13 NO MARK-B 木村　好宏 吉儀　圭一郎 川野　晃寛 中島　祥光 上原　裕孝

14 広島信用金庫 佐々木　真一 平尾　旭 吉田　滝 三好　修平 常盤　良 林　賢治 下谷　将之 林　裕人

15 ｻﾝﾃﾞｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 樫本　義人 松本　正雄 瀬野　昌裕 山村　建二 藤井　昌之 下川　寿春 和田　暁彦　　C

16 ﾛﾌﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 勝部　浩 酒井　哲也 小西　郁夫 山本　泰豊 山田　宏 新宅　栄志 金比良　弘志 C 入江　修　　  C

17 HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井原　博三 寄谷　純治　　C 胡家　亮一　　C 大木　円裕 福田　幾元

18 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 竹内　優太　　C 達見　啓介 森綱　光臣 達見　友啓

　　　　広　島　市　テ　ニ　ス　協　会

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　B　　　　級　　　　　　　　女　　子　　　

　　　　　　No1

A B C D E F G H

1 やすいそ庭球部 沖田　信子 川口　敏恵 高野　さゆり 高橋　涼子 林　由美 望戸　洋子 元原　美香

2 マツダ㈱ 宮﨑　奈々江 今井　洋子 小池　麗 加藤　慶子 片山　さやか 恩田　江理 永田　亜紀子　C 本廣　亮子　　C

3 チームＴＫ 高浜　和子 福原　順子 宮﨑　真由実 岡本　幸美 山室　富士枝 川井　貴子

4 ＳＩＺＥ 井上　かや 竹林　奈津子　Ｃ 片岡　篤美 土井　亜希子　Ｃ 庄司　佳子

5 ＭＨＩ-広島 山崎　恵美 中野　英子 片倉　なお子 小柳　容子 若元　早苗 三宝　雅子

6 みなみ坂Ｔ.Ｓ 畠岡　美千代 中田　妙美 曽田　圭子 高原　浩子 宮地　ゆきえ 馬屋原　和子 中川　礼子

7 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 浅尾　泰子 井上　美由紀 河野　裕子 中村　良枝 二井　峰子 藤江　亜紀子 宮腰　清美

8 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ-A 中本　直美 川本　由紀子 松浦　麻里 岡本　美保 小原　美穂 村岡　志保

9 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ-B 小竹　純子 池田　敏子 松尾　直美 住岡　みどり 中村　ひとみ 村田　多佳子

10 Tennis Nuts＆bonbon 大古場　光江 山下　恵子 山口　加代子 木本　英子 遠藤　由美子 大熊　多美枝

11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　C　　　　級　　　　　　　　　　　女　　子

　　　　No1

A B C D E F G H

1 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 麻生　恵美子 大久保　真弓 大坪　明子 中島　志織 本名　昌子 槙尾　トモ子 土田　雅子

2 ｻﾝﾃﾞｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 千田　幸恵 矢野　邦子 山本　道子 恵島　典子　　D 中村　律　　 　D 樫本　信　　 D

3 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 島村　ゆう子 森内　京子 泰地　咲恵 山田　清美 工藤　美由紀 D 田窪　志津子

4

5

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　C　　　　級　　　　　　　　　　　男　　子

　　　　　No1

A B C D E F G H

1 マツダ㈱ 梶川　寿 伊藤　司 吉田　直哉 仲岸　優 山岡　健二 中村　大輔 新宮　良二 中嶋　隆夫

2 はつしばクラブ 田辺　昌彦 卜部　晃太郎 佃　浩行 村木　智裕 井川　満 中江　正彦 沓内　正明 中山　茂

3 はいたっち 杉本　浩一 山田　圭紀 行松　健一 香川　悟 新屋　泰彦 髙橋　佑治

4 ＨＷＴＣ 佛圓　浩夫 佐々木　正弘 東　浩司 兼森　臣示 高尾　健一郎 吉井　陽造　　Ｄ

5 Ｐｏｔｂｅｌｌｙ－Ａ 若山　達也 中村　晃 曽田　是則 坪谷　博

6 Ｐｏｔｂｅｌｌｙ－Ｂ 上床　裕之 大倉　優之介 白坂　和徳 三堂　之裕

7 ＭＨＩ-広島 森本　和夫 竹口　行男 重村　修一 伊藤　恒雄 有川　哲也 松下　洋一 中田　正太郎 三角　康正

8 ＪＳＷ 久隅　一也 常光　良彰 原本　千弘 住川　誠 根冝　浩　　　 Ｄ 渡邉　将太 中村　貴志 岩本　拓也

9 ＩＭＣ 山田　圭吾 西村　嘉夫 山本　凌希 穐山　英哲　　D 伊藤　正義　　D 川本　宏　　 　D 城本　光博　　D

10 シリウス 青井　眞三 池田　博昭 小出　真三 藤原　俊彦 森田　和稔 山内　立春 清家　和人

11 大州ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 今井　直文 関永　和雅 日原　洋昌 坊田　亮郎 後藤　昌彦 丸山　順一　　D 新藤　重夫　　D 丸田　善也　　D

12 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 河野　信行 甲斐　秀雄 坂元　一成 鈴木　史郎 築城　浩巳 林　始 林　要 町原　亮

13 チームY2 森下　孝夫 生田　陽彦 貞広　直哉 松島　一博 竹本　昌弘 松原　啓壮 山田　淳志　　D 大下　彰彦　　D

14 Team ADVANCE 山本　浩二 高村　義春 沢井　俊文 木山　義雄 丸岡　昌水

15 BSTC 山際　剛 寶珠山　秀秋 清下　大介 高永　祐樹 廣川　正人 伊賀　俊平　　D

16 フォルト 浅間　康史 板谷　康弘 国重　正彦 佐々木　敏 大下　義則　　D

17 ラフ＆ラフ 福田　慎一郎 坂井　登志夫 小田　信治 西田　浩一郎 山西　雅典 槙田　賢治

18 CEC.TC 清水　光男 石川　昌義 宮原　洋一 島田　英治 河本　隆

19 HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 熊谷　聡一郎 影田　康隆 大園　哲也 井田　吉彦　　D 高祖　吉充 青木　康彦

20 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 歌田　豊 青木　茂 碇　愛治 塚田　邦人 長瀬　文彦

21 すぱこんず 江崎　里志 中平　洋　　  D 森政　雄策　　D 島田　真吾　　D 鈴木　貴之 中元　大介　　D 下杉　高史

22

23

24

25

　　　　広　島　市　テ　ニ　ス　協　会

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ　　　級　　　　　　　　男　　子　　　

　　　　　No1

A B C D E F G H

1 やすいそ庭球部 岩尾　隆 岡村　俊二 川島　永久 鈴木　尚文 中島　一美

2 マツダ㈱ 長門　清則 樋渡　善昭 岡　雅人 乾　正男 松本　直輔

3 ＭＨＩ-広島 守　康孝 須々木　達也 福間　康太 森永　隆平 草本　宏記 水ノ上　俊雄

4 BORDER-LINE 千代島　真 原田　邦光 上田　高裕 金川　陽祐

5 GRANDE 井上　晃介 横山　達哉 亀井　敏行 細田　貴之 若狭　吉朗 菅　達則 山本　健太郎 池上　弘明

6 Tension 田本　勝英 奥田　義典 槙野　寛 内田　智章 高橋　宗平 奥田　滉

7 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 佐伯　篤志 滝本　純一 竹田　康治 玉田　悦治 冬木　健太朗 宮本　髙志

8 広島DFAB 岡田　恵二朗 荒木　敏博 谷口　晋介 才迫　徳也 紅林　昌

9 NA Cramp 前田　靖史 小島　竜太 丸本　優 田島　史章 福留　雄一郎 今田　大樹

10 ウチテニ広島 吉井　誠一 北島　学 石川　義人 松浪　勝義 南野　裕輝 益尾　建志 友国　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　D　　　級　　　　　　　　　　　女　　子

　　　　　　No1

A B C D E F G H

1 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西 小島　陽子 中谷　泰子 橋平　美由紀 高橋　範子 横山　千衣

2 マツダ㈱ 高市　奈月 森川　奈美 金　攸俐 川上　綾 山下　沙織

3 BORDER-LINE 山本　久美子 大塚　裕子 新町　美穂子 黒田　早苗

4 GRANDE 若林　祥子 水永　沙希 木村　彩花 道沖　真奈 原田　侑芽 足立　めぐみ 岩倉　知佳 中間　みなみ

5 プレイメイト 飯田　美恵 河野　千鶴 中井　麻須美 宮本　直子 河村　典子 藤林　久子

6 DO TC 田辺　勤子 風呂迫　時美 高橋　直子 早川　千穂 小松　祐子 菅原　千歳 有田　寿美

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ベ　テ　ラ　ン　　　　　　　男　　子　　　

№１

A B C D E F G H

1 チームＴＫ 川井　信太郎　Ｂ 山崎　実　　　 Ｂ 中本　裕隆　　Ｂ 宮﨑　博行　　Ｂ 岡本　英昭　　Ｂ

2 ALLMAN 西川　文人　　A 中村　真一　　A 岡田　恭典　　A 渡辺　勝人　　B 小林　秀敏　　B 中西　明夫　　B 佐藤　清則　　B 三石　直政　　C

3 Ｊ’Ｓｏｎｓ 青山　裕　　　 A 宮本　和典　　A 角本　泰治　　B 里　雅文　　　 D 土屋　明夫　　C

4 金曜塾 石川　立興　　B 山田　和敏　　B 田中　和男　　B 髙本　明　　　 B 中川　勝範　　B 宮地　達哉　　B 沢田　和則　　A 新宅　和彦　　A

5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７回　　　広　島　市　ク　ラ　ブ　対　抗　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　ベ　テ　ラ　ン　　　　　　　　　　　女　　子
　　　　　　 №１

A B C D E F G H

1 Ｔ．ＪＯＨ 松本　邦子　　A 福井　由紀子　A 原田　京子　　A 西村　りえ　　 A 飯田　早苗　　A 香川　節子　　A 古市　祐子　　A

2 ケ・セラ・セラ 河村　秀子　　A 藤井　理恵子　A 片山　八寿代 A 戸田　和美　  A

3 Tennis Nuts＆bonbon 国広　順子　　A 竹嶋　久美　　 A 戸田　ゆかり　A 丸山　真澄　　B 熊谷　和美　　A 三反田　多智子A 伊達　則子　　A

4

5

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー

NO ク　ラ　ブ　名
エ　　　ン　　　ト　　　リ　　　ー　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー


