
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 ： 平成29年2月18日（土），19日（日），25日（土），26日（日），3月4日（土）・5日（日）

［一般男女］
  予選：シングルス　2月18日　，ダブルス　2月19日
  本戦：2月25日～
［ベテラン男女］・［Ｃ・Ｄ級男女］・・・・本戦のみ
　ベテラン　2月25日～　，C・D級　2月19日～

会 場 ： 予選・本戦共　広島広域公園テニスコート
参加資格 ： 広島市テニス協会加盟登録者

［一般男女］
種　目 男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス

本　戦 32ドロー 16ドロー 16ドロー 8ドロー

予　選
制限なし

(本戦入り8)
制限なし

(本戦入り4)
制限なし

(本戦入り4)
制限なし

(本戦入り2)

［Ｃ・Ｄ級男女］・・・・本戦のみ
種　目 Ｃ級ミックスダブルス Ｄ級ミックスダブルス
本　戦 48ドロー(予定) 48ドロー(予定)
※選考基準は別途記載

［ベテラン男女］・・・・本戦のみ
種　目 男子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス
本　戦 制限なし 制限なし 制限なし
※男子45歳以上，女子40歳以上

試 合 球 ： ダンロップフォート
試合形式 ： トーナメント方式，予選はすべて8ゲームズプロセットで行います。

参 加 料 ： シングルス　３，０００円，ダブルス　４，０００円
なお，一般男女の本戦出場者は，大会当日に＋５００円を徴収します。

申込方法 ：

下記留意事項を厳守してください。
(1)

(2)

(3)

(4)

郵送・FAXのいずれかで申込ください。

申 込 先 ：

振 込 先 ：

参加認定 ：

そ の 他 ： 1．ルールはすべてＪＴＡルールで行います。
2．競技はＪＴＡトーナメント競技規則で行います。
3．今大会の戦績によるＣ・Ｄ級の昇級はありません。

問合せ先 ： 広島市テニス協会　〒732-0052　広島市東区光町2丁目9-30　竹本ビル305号
tel　082-209-5200　fax　082-209-5201

平成29年1月20日（金）に競技委員会を開催し，選手の選考（予選・本戦）および大会運営，
その他を決定します。選考結果はホームページに掲載します。

第62回　広島市春季テニス選手権大会
開催要項

種目及びドロー数について：

本戦については，一般男女はＳＦより3タイブレークセット，それ以外は8ゲームズプロセット
で行います。

所定の申込用紙に必要事項を記入の上，参加料を納入して，平成29年1月5日（木）～1月
13日（金）までに必着するように申込を願います。

平成28年度の登録クラスでエントリーしてください。(平成28年度の大会結果で昇格
する選手は，平成29年度の登録は上のクラスになりますが，本大会は平成28年度
の結果にもとづく大会であるため)

Ｃ級・Ｄ級のミックスダブルスの選考は，広島市主催の春季および秋季の各クラス
での大会での戦績をポイント化してペアで合計し，そのポイント上位者から48組を
選考します。同順位の場合は，抽選にて決定します。戦績については，申込用紙の
備考欄に記載されたものを参考にします。

Ｃ級・Ｄ級で選考からもれた場合は，エントリー費を後日返金します。

Ｃ級・Ｄ級のミックスダブルスと，一般男女またはベテラン男女の種目とは兼ねて申
込みができます。なお，一般男女とベテラン男女は兼ねて申し込みはできません。

〒732-0052　広島市東区光町2丁目9-30　竹本ビル305号
　　　　　　　　　　　　広島市テニス協会　春季テニス選手権　宛

広島銀行　　広島市役所支店　普通　1038818　広島市テニス協会
郵　　　便　　15140-49608231　広島市テニス協会



第６２回広島市春季テニス選手権大会上位結果

［一般女子ダブルス］

［一般男子ダブルス］

［一般女子シングルス］

［一般男子シングルス］



第６２回広島市春季テニス選手権大会上位結果

不成立

［Ｃ級ミックスダブルス］

［Ｄ級ミックスダブルス］

［ベテラン女子ダブルス］

［ベテラン男子シングルス］

［ベテラン男子ダブルス］



2月18日 2月19日 2月25日 2月26日 3月4日 3月5日

（土） （日） （土） （日） （土） （日）

一般男子SNG ９：００より練習コート

予選 Ａ～Ｄ　１０：００

Ｅ～Ｈ　１０：３０

２Ｒ（Ｆ）１１：３０

一般男子SNG １Ｒ～ＱＦ　９：００ ＳＦ～Ｆ　１０：００

本戦

一般男子DBL ９：００より練習コート

予選 １Ｒ．Ｆ　 １０：００

一般男子DBL １Ｒ～Ｆ　　９：００

本戦

一般女子SNG １Ｒ　　　 　９：３０

本戦 ２Ｒ～Ｆ　１１：００

一般女子DBL １Ｒ　　 　　９：００

本戦 ２Ｒ～Ｆ　　９：３０

ベテラン男子 １Ｒ　　　　 ９：００ ＳＦ～Ｆ  １０：００

ＳＮＧ ２Ｒ～ＱＦ  ９：３０

ベテラン男子 １Ｒ　　　 　９：００

ＤＢＬ ２Ｒ～Ｆ　１０：３０

ベテラン女子 １Ｒ　　　 　９：３０

ＤＢＬ ２Ｒ～Ｆ　１０：３０

Ｃ級ミックス ９：００より練習コート

ＤＢＬ 1-2 10:00. 2-3 11:00

 1-3 12:00

 

※天候・試合進行等により、大会第３日目以降に変更の可能性があります。

２０１７広島市春季テニス選手権大会　タイムスケジュール

予

備

日



 第６２回　広島市春季テニス選手権大会

27 ＱＡ

28 松澤　大輝 （ＴＯＰスピン）

25 真鍋　　光 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

26 ＱＤ

SEED:1. 小川雄大 2. 渡辺修宏 3～4. 加藤駿、水野将吏 5～8.上本啓伍、山本慎二、真鍋光、松永大勲

31 ＱＦ

32 渡辺　修宏 （ながれもの）

29 寺口　信介 （ＫＴＣ）

30 新見　晋也 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

23 ＱＨ

24 水野　将吏 （中国電力ＴＣ）

21 森永雄一朗 （ＭＨＩ－広島）

22 ＱＧ

19 青山　　裕 （Ｊ’Ｓｏｎｓ）

20 栗原　和也 （Ａテニスクラブ）

17 松永　大勲 （ＭＨＩ－広島）

18 高杉　和正 （Chupa☆Chaps)

16 上本　啓伍 （やすいそ庭球部）

14 ＱＣ

15 西原　充洋 （ながれもの）

12 松尾　直樹 （ながれもの）

13 北島　利喜 （Ｇｏｏｄ　ｔｉｍｅ）

10 井上　　崇 （Ａテニスクラブ）

11 ＱＥ

8 山本　慎二 （ロイヤルＴＣ）

9 加藤　　駿 （ＧＲＡＮＤＥ）

6 水本　　努 （中国電力ＴＣ）

7 山本　晃史 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

5 白井　智章 （草津ＴＣ）

【一般男子シングルス　本戦】

2 ＱＢ

3 市川　直樹 （ＨＣＵ）

1 小川　雄大 （ＭＨＩ－広島）

4 日野　智之 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）



 第６２回　広島市春季テニス選手権大会

3 松﨑　才真 （やすいそ庭球部）

【予選Ｄブロック】

1 林　健太郎 （あかんたれ～ず）

【予選Ｂブロック】

1 伊藤壮一郎 （中国電力ＴＣ）

2 河中　悠希 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

2 末広　凌我 （ﾙﾈｻﾝｽ広島ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸﾀｳﾝ）

1 若杉　一幸 （ＭＨＩ－広島）

2 安達隆太郎 （庭球館）

4 福原　史彦 （ながれもの）

（庭球館）

4 藤谷　駿介 （ＢＳＴＣ）

3

ＢＹＥ2

一般男子ＳＮＧ予選

岩根　佑輔1

【予選Ａブロック】
（ぢっぷす＠コイン通り）

4

戸田　一也 （リョーコーＴＣ）

【予選Ｃブロック】

4 岡崎　和洋 （やすいそ庭球部）

3 千振　多作 （アシニス）

3 坂根　和季

福間　　誠 （Ａテニスクラブ）



 第６２回　広島市春季テニス選手権大会

4 西本　知生 （リョーコーＴＣ）

3 桑田　喬平 （マツダ株）

2 ＢＹＥ

【予選Ｈブロック】

1 馬上　佳祐 （ぢっぷす＠コイン通り）

（アシニス）

中野洋二郎 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

3

1 三谷　広城 （ながれもの）

4 山根　誠二 （ＵＰ．Ｓｅｔ）

3 望月　良太 （グリーンビートル）

（ながれもの）

2 竹之内隼人 （広島ＳＦＩＤＡ）

1 金井　　洋

4 平川　大二

山本　善人 （ＮＢテニスガーデン）

3 岡村　陽介 （ＢＳＴＣ）

4 岡田修一郎 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

【予選Ｇブロック】

1 松浦　宏幸 （ぢっぷす＠コイン通り）

2

2 漆谷　健太 （ＨＣＯ）

【予選Ｆブロック】

【予選Ｅブロック】

一般男子ＳＮＧ予選



 第６２回　広島市春季テニス選手権大会

【一般女子シングルス　本戦】

1 春貝地純子 （ＨＣＯ） 恩田　江理 （マツダ株）

2 ＢＹＥ 10 ＢＹＥ

9

ＢＹＥ

4 小池　　麗 （マツダ株） 12 加藤　喜美 （リョーコーＴＣ）

3 古谷　奏波 （Ｔ．Ｃ．Ｓ） 11

片山さやか （マツダ株）

6 ＢＹＥ 14 河野　歩花 （アシニス）

5 宮﨑奈々江 （マツダ株） 13

ＢＹＥ

8 原田　志穂 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 16 中島亜希子 （やすいそ庭球部）

7 ＢＹＥ 15

ＳＥＥＤ：１．春貝地純子２．中島亜希子３．加藤喜美４．宮﨑奈々江



第６２回　広島市春季テニス選手権大会

SEED：１．小河誠２．河野克徳３～４．中下俊彦、宮本和典５～８．山崎実、藤井多喜雄、山崎浩希、武田将孝

９～１２．野村洋司、青木繁幸、中本裕隆、大迫勝紀１３～１６．小林靖、長尾博行、新山佳尚、酒井孝浩

1 小河　　誠 （Ｔｅａｍ　ＡＤＶＡＮＣＥ）

3 青木　康彦 （ＨＰＧテニスクラブ）

【ベテラン男子シングルス】

6 BYE 38

5 上村　信行 （Tennis nuts&bonbon) 37

4

35

33

2 BYE 34

11 BYE

宇津野達己 （ＡＬＬＭＡＮ） 36

9 中本　裕隆 （チームＴＫ） 41

8 酒井　孝浩 （Ｓｉｎｃｅ　３４）

43

10 BYE 42

40

BYE

25 大迫　勝紀 （広島医師ＬＴＣ） 57

24 長尾　博行 （ＮＯ　ＭＡＲＫ）

27 ＢＹＥ 59

7 BYE

21 大賀　一孝 （ながれもの） 53

20 山田　治司 （Ｔ．Ｃ．Ｓ）

50

46

19 BYE 51

18 BYE

12 大岡　和之

13 中村　真一 （ＡＬＬＭＡＮ） 45

（リョーコーＴＣ） 44

23 BYE 55

22 中西　明夫 （ＡＬＬＭＡＮ）

（デルタ工業ＴＣ）16 藤井多喜雄 48

15 BYE 47

14

17 宮本　和典 （Ｊ’Ｓｏｎｓ） 49

26 BYE

29 松本　正雄 （サンデーＴＣ） 61

28 濱本　昭彦 （デルタ工業ＴＣ）

32 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ　３４）

62

31 BYE 63

30 中尾　真二

64

（広島医師ＬＴＣ）

山崎　　実 （チームＴＫ）

BYE

里　　雅文 （Ｊ’Ｓｏｎｓ）

星　　秀彦 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

60

長久　智幸 （ピース）

BYE

BYE

56

52

岡本　侑士

58

54

39

BYE

BYE

中下　俊彦 （ラフ＆ラフ）

野村　洋司 （ＢＡＯ広島）

新山　佳尚 （かかしクラブ）

BYE

（チームＴＫ）

角本　泰治 （Ｊ’Ｓｏｎｓ）

中尾　　修 （ＡＬＬＭＡＮ）

山崎　浩希 （ＭＨＩ－広島）

BYE

白井　正憲 （ラフ＆ラフ）

古谷　勇三 （ＵＰ．Ｓｅｔ）

藤井　昌之

河野　克徳 （Chupa☆Chaps)

小林　秀敏 （ＡＬＬＭＡＮ）

石丸　淳一 （ルネサンス広島東千田）

BYE

BYE

BYE

濱本　　晃 （ＵＰ．Ｓｅｔ）

青木　繁幸 （ルネサンス広島東千田）

小林　　靖 （ＨＣＯ）

（サンデーＴＣ）

BYE

BYE



1 渡辺　修宏 （ながれもの） 9 猪口　彰顕 （ＧＲＡＮＤＥ）

松尾　直樹 （ながれもの） 加藤　　駿 （ＧＲＡＮＤＥ）

2 QB 10 市川　直樹 （ＨＣＵ）

山本　晃史 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

3 伊藤壮一郎 （中国電力ＴＣ） 11 瀧口　公照 （Ｓｉｎｃｅ　３４）

水野　将吏 （中国電力ＴＣ） 本多　健二 （Ｓｉｎｃｅ　３４）

4 QA 12 馬上　佳祐 （ぢっぷす＠コイン通り）

松浦　宏幸 （ぢっぷす＠コイン通り）

5 上本　啓伍 （やすいそ庭球部） 13 QC

小嶋　幹男 （Ｓｉｎｃｅ　３４）

6 QD 14 栗原　和也 （Ａテニスクラブ）

福間　　誠 （Ａテニスクラブ）

7 松永　大勲 （ＭＨＩ－広島） 15 新見　晋也 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

比本　征志 （ＭＨＩ－広島） 真鍋　　光 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

8 村田　和也 （草津ＴＣ） 16 藤井　佑介 （Ｓｃｒａｔｃｈ）

白井　智章 （草津ＴＣ） 奥田直緒基 （Ｓｃｒａｔｃｈ）
SEED:1. 渡辺修宏・松尾直樹 2.藤井佑介・奥田直緒基3～ 4.上本啓伍・小嶋幹男、馬上佳祐・松浦宏幸

第６２回　広島市春季テニス選手権大会

【一般男子ダブルス　本戦】



第６２回　広島市春季テニス選手権大会

1 米田　　賢 （あかんたれ～ず） 1 西原　充洋 （ながれもの）

林健太郎 （あかんたれ～ず） 深谷　泰之 （ながれもの）

2 ＢＹＥ 2 ＢＹＥ

3 藤谷　駿介 （ＢＳＴＣ） 3 ＢＹＥ

岡村　陽介 （ＢＳＴＣ）

4 下仲　　総 （ながれもの） 4 望月　良太 （グリーンビートル）

今津　正博 （ながれもの） 村上　貴行 （グリーンビートル）

【男子ダブルス予選Ｃブロック】 【男子ダブルス予選Ｄブロック】

1 福原　史彦 （ながれもの） 1 鳥谷　幸司（広島SFIDA）

安澤　公哉 （ながれもの） 立田　憲正（はいたっち）

2 ＢＹＥ 2 ＢＹＥ

3 ＢＹＥ 3 ＢＹＥ

4 山本　善人 （ＮＢテニスガーデン） 4 日野　智之 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

谷口　佑斗 （庭球館） 岡田修一郎 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

1 秋吉　　緑 （Tension）

清水　由佳 （ロイヤルＴＣ）

2 ＢＹＥ

3 望戸　洋子（やすいそ庭球部）

新家　優巳 （リョーコーＴＣ）

4 山本　祥子 （ＳＩＺＥ）

山崎やよい（みなみ坂Ｔ．Ｓ）

5 原　実智子 （ＳＩＺＥ）

菊池　裕子 （ロイヤルＴＣ）

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 加藤　浩子 （マツダ株）

酒井真由美（オンザマークＴＣ）

【男子ダブルス予選Ａブロック】 【男子ダブルス予選Ｂブロック】

【ベテラン女子ダブルス】

ＳＥＥＤ：１．秋吉緑・清水由佳２．加藤浩子・酒井真由美



1 亀井　美香 （やすいそ庭球部）

土田　晶子 （Tension）

2 ＢＹＥ

3 高村　結衣 （ＮＢテニスガーデン）

古谷　奏波 （Ｔ．Ｃ．Ｓ）

4 片山さやか （マツダ株）

竹歳　彩子 （マツダ株）

5 小池　　麗 （マツダ株）

今井　洋子 （マツダ株）

6 ＢＹＥ

7 ＢＹＥ

8 恩田　江理 （マツダ株）

宮﨑奈々江 （マツダ株）

氏　　名 所　　　属 新田・田辺 香川・本多 杉本・渡邊 勝　　敗 完了試合 順　位

新田　修司 （ＭＴＲ）

田辺　勤子 （ＭＴＲ）

香川　　悟 （はいたっち）

本多　ユミ （はいたっち）

杉本　浩一 （はいたっち）

渡邊　美奈 （はいたっち）
SEED:1.新田修司・田辺勤子　　※試合順序：１－２，２－３，１－３

第６２回　広島市春季テニス選手権大会

【一般女子ダブルス】

SEED:1. 亀井美香・土田晶子　2.恩田江理・宮﨑奈々江

1

2

3

【Ｃ級ミックスダブルス】



1 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ　３４） 9 小林　　靖 （ＨＣＯ）

南　　一郎 （Ｓｉｎｃｅ　３４） 光田　直史 （ＨＣＯ）

2 ＢＹＥ 10 髙本　　明 （金曜塾）

中川　勝範 （金曜塾）

3 小林　秀敏 （ＡＬＬＭＡＮ） 11 ＢＹＥ

渡辺　勝人 （ＡＬＬＭＡＮ）

4 山崎　　実 （チームＴＫ） 12 山田　満夫 （ＪＳＷ）

川井信太郎 （チームＴＫ） 河野　克徳 (Chupa☆Chaps)

5 恵南　義孝 （プレイメイト） 13 樫本　義人 （サンデーＴＣ）

中村　真一 （ＡＬＬＭＡＮ） 岡谷　治男 （中国電力ＴＣ）

6 ＢＹＥ 14 戸田　良二 （オンザマークＴＣ）

弘中　　実 （マツダ株）

7 青木　繁幸 （ルネサンス広島東千田） 15 ＢＹＥ

藤井多喜雄 （デルタ工業ＴＣ）

8 松本　正雄 （サンデーＴＣ） 16 新山　佳尚 （かかしＴＣ）

藤井　昌之 （サンデーＴＣ） 桑田　浩夫 （五日市ＬＴＣ）

SEED:1. 武田将孝・南一郎 2.新山佳尚・桑田浩夫3～ 4.恵南義孝・中村真一、山田満夫・河野克徳

第６２回　広島市春季テニス選手権大会

【ベテラン男子ダブルス】


