
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 ： 令和２年２月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月）、２９日（土）、３月１日（日）

［一般男女］
  予選：シングルス　２月２２日　，ダブルス　２月２３日
  本戦：２月２４日～
［ベテラン男女］・・・・本戦のみ
　ベテラン　２月２４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)

［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 女子シングルス 女子ダブルス
本　戦 制限なし 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
申込方法 ：

下記留意事項を厳守してください。
(1)

2)

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。

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

令和２年1月２１日（火）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６８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，令和２年１月６日（月）～令和２
年１月１３日（月）までに必着するように申込を願います。

２０１９年度の登録クラスでエントリーしてください。(２０１９年度の大会結果で昇格す
る選手は，２０２０年度の登録は上のクラスになりますが，本大会は２０１９年度の結
果にもとづく大会であるため)

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



２月２２日（土） ２月２３日（日） ２月２４日（祝） ２月２９日（土） ３月１日（日）

９時より練習

Ａ～Ｅ　１Ｒ
10:00

Ｆ～Ｈ　１Ｒ
ＳＮＧ予選 10:30

Ａ．Ｃ．Ｄ　２Ｒ～Ｆ
10:30

Ｂ．Ｅ．Ｆ．Ｇ．Ｈ　２Ｒ～Ｆ

11:00
９時より練習

Ａ・Ｂ・Ｃ　１Ｒ～Ｆ

10:00

Ｄ　１Ｒ～Ｆ

10:30

一般男子 9:00 10:00
ＳＮＧ本戦 １Ｒ～ＱＦ ＳＦ～Ｆ

10:00
１Ｒ～Ｆ

9:00 10:00
１Ｒ ＳＦ～Ｆ

10:15
２Ｒ～ＱＦ

一般男子

9:30
１Ｒ～Ｆ

一般女子

10:00
１Ｒ～Ｆ

ベテラン男子
　９：００　１Ｒ

９：４５　２Ｒ～Ｆ

ベテラン女子
 ９：００　１Ｒ

11:00　2R～Ｆ
ＤＢＬ

一般女子

ＳＮＧ本戦

ベテラン男子

ＳＮＧ

ベテラン女子

ＳＮＧ

ＤＢＬ本戦

ＤＢＬ本戦

ＤＢＬ

ＤＢＬ予選

２０２０広島市春季選手権大会　タイムスケジュール

一般男子

一般男子



第６８回広島市春季テニス選手権大会上位結果

［一般男子シングルス］

［一般女子シングルス］

［一般男子ダブルス］

［一般女子ダブルス］



第６８回広島市春季テニス選手権大会上位結果

［ベテラン男子シングルス］

［ベテラン男子ダブルス］

［ベテラン女子シングルス］

不成立

［ベテラン女子ダブルス］



SEED:１．西久保絵里２．河野由衣

8 河野　由衣 （やすいそ庭球部）

7 山本　佐織 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

6 植田　恵理加 （やすいそ庭球部）

5 井上　かや （ＳＩＺＥ）

4 水戸　雅子 （ＳＩＺＥ）

3 恩田　江理 （マツダ株）

2 品川　琴美 （テニスサポートシステム）

SEED:１．小川雄大２．上本啓伍３～４．神野良太・山本晃史５～８．若元一樹・平野晃義・山本秀・森永雄一朗

一般女子シングルス 【本戦】

1 西久保　絵里 （やすいそ庭球部）

16 森永　雄一朗 （ＭＨＩ－広島） 32 上本　啓伍 （やすいそ庭球部）

15 ＱＣ 31 阿比留　琢磨 （Ｓｉｎｃｅ３４）

14 平川　大二 （Ｓｉｎｃｅ３４） 30 ＱＤ

13 福田　翔一 （Ｔ．Ｃ．Ｓ） 29 白井　智章 （草津ＴＣ）

12 井上　　崇 （Ａテニスクラブ） 28 ＱＨ

11 青山　　裕 （Ｊ’Ｓｏｎｓ） 27 中川　正崇 （アキラＩＴＣ）

10 ＱＥ 26 ＱＡ

9 山本　晃史 （Ｓｉｎｃｅ３４） 25 平野　晃義 （Ｓｉｎｃｅ３４）

8 若元　一樹 （宮島ＴＣ） 24 神野　良太 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

7 新見　晋也 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 23 ＱＧ

6 ＱＢ 22 笹原　大樹 （ぢっぷす＠コイン通り）

5 水本　　努 （中国電力ＴＣ） 21 坂根　和季 （やすいそ庭球部）

4 金井　　洋 （Ｓｉｎｃｅ３４） 20 馬上　和也 （熊野ＬＴＣ）

3 小村　亮世 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 19 梶川　聖織 （Ｓｉｎｃｅ３４）

（広島銀行）

2 ＱＦ 18 中川　哲志 （アキラＩＴＣ）

第６８回広島市春季テニス選手権大会

一般男子シングルス 【本戦】

1 小川　雄大 （ＭＨＩ－広島） 17 山本　　秀



ＳＥＥＤ：１．武田将孝２．高杉和正、３～４．岡本侑士・山崎浩希、５～８．小河誠・宮本和典・関矢寛史、

９～１２．山崎実・小林靖・今井英二・青木繁幸、１３～１６．中尾修・上村信行・中本裕隆・山田満夫

32 中川　勝範 （金曜塾） 64

31 ＢＹＥ 63 ＢＹＥ

30 山田　昌平 （オンザマークＴＣ) 62 ＢＹＥ

29 石丸　淳一 （ルネサンス広島東千田） 61 増尾　憲治 （リョーコ―ＴＣ）

（マツダ株） 57 中本　裕隆 （チームTK)

28 岡田　恭典 （ＡＬＬＭＡＮ） 60 光田　直史 （ＨＣＯ）

27 ＢＹＥ 59 清瀧　謙造 （ノア広島西）

24

高杉　和正 （Ｓｉｎｃｅ３４）

56 小林　　靖 （ＨＣＯ）

23 ＢＹＥ 55 ＢＹＥ

山田　満夫 （ＪＷＳ）

26 ＢＹＥ 58 ＢＹＥ

25 今井　英二

22 ＢＹＥ 54 ＢＹＥ

21 松本  正雄 （サンデーＴＣ） 53 山下　政信 （熊野ＬＴＣ）

20 古谷　勇三 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 52 前田　真吾 （ながれもの）

19 梶原　憲造 （ルネサンス広島ＢＰＴ） 51 中野　和宏 （ＺＯＮＥ）

18 ＢＹＥ 50 ＢＹＥ

17 岡本　侑士 （チームTK) 49 関矢　寛史 （Ｔｅａｍふしちょー）

16 山崎　浩希 （MHI-広島）48

15 ＢＹＥ 47 ＢＹＥ

宮本　和典 （チームＴＫ）

14 山田　治司 （Ｔ．Ｃ．Ｓ） 46 ＢＹＥ

13 酒井　孝浩 （Ｓｉｎｃｅ３４） 45 末久　信夫 （オンザマークＴＣ)

12 中村　真一 （ＡＬＬＭＡＮ） 44 村瀬　敬祐 （リョーコ―ＴＣ）

11 濱本　　晃 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 43 大庭　秀一 （ＤＯ　ＴＣ）

10 ＢＹＥ 42 ＢＹＥ

 9 山崎　　実 （チームＴＫ） 41 上村　信行 （Ｔｅａｍふしちょー）

 8 水落　洋行 （マツダ株） 40 青木　繁幸 （ルネサンス広島東千田）

 7 ＢＹＥ 39 ＢＹＥ

 6 ＢＹＥ 38 鮎川　良二郎 （マツダ株）

 5 戸田　良二 （オンザマークＴＣ) 37 樫本  義人 （サンデーＴＣ）

 2 ＢＹＥ 34 ＢＹＥ

 4 小林　秀敏 （ＡＬＬＭＡＮ） 36 中尾　　修 （ＡＬＬＭＡＮ）

 3 ＢＹＥ 35 ＢＹＥ

第６８回広島市春季テニス選手権大会

ベテラン男子シングルス 【本戦】

1 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ３４） 33 小河　　誠 （金曜塾）



 

（オシャ足） （やすいそ庭球部）

（ＭＨＩ－広島）

（みなみ坂Ｔ．Ｓ）

【Ｇブロック】

（ながれもの）

（ぢっぷす＠コイン通り）

【Ｆブロック】

（ＭＨＩ－広島）

【Ｈブロック】

37

47

馬上　佳祐 （ぢっぷす＠コイン通り） 43 松永　大勳

38 藤本　拓弥 （やすいそ庭球部） 44 近藤　諒一

39 奥信　海斗

30 市川　直樹 36 東　　武志（Ｓｉｎｃｅ３４）

14 原　　琢磨 （ながれもの） 20 後藤　瑛人

（Ｂｏｒｄｅｒ－Ｌｉｎｅ） 22 漆谷　健太

25 松村　　駿 （ながれもの） 31 福田　朋晃

18

17

28 長尾　省吾

第６８回広島市春季テニス選手権大会
一般男子シングルス　【予選】

【Ａブロック】 【Ｂブロック】

1 山根　誠二 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 7 池田　大輔 （Ｓｉｎｃｅ３４）

2 國好　　翼 （オシャ足） 8 西辻　亮士郎（ナイスサーブ友の会）

4 岡村　直樹 （アシニス） 10 田島　準平 （Ａｖａｎｔａｇｅ）

3 田邉　賢太郎 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ） 9 安東　俊明 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ）

（やすいそ庭球部）

（リョーコ―ＴＣ）西本　知生 24 西原　充洋

【Ｅブロック】

23

（ＤＲＯＰ　ＯＵＴ）

（ＨＣＯ）

ＢＹＥ ＢＹＥ

5

6 青田　崇正 酒井　蓮生12

13 蔵田　太洋 （アキラＩＴＣ） 19 中本　悠水

【Ｃブロック】

ＢＹＥ

（ぢっぷす＠コイン通り）

山岡　輝晃11

【Ｄブロック】

（熊野ＬＴＣ）

（やすいそ庭球部）

15 加藤　　和 （アシニス） 21 川井　清一 (Good time)

27 大石　大将 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ） 33 生野　　藍 （オシャ足）

26 奥上　浩一 （ＺＯＮＥ） 32 信原　世昂 （庭球館）

16 大塚　脩馬

（ぢっぷす＠コイン通り） 34 村田　清一 （打ち上げし隊☆）

29 ＢＹＥ ＢＹＥ35

（ルネサンス広島ＢＰＴ） 45 吉田　善明 （フットルース）

40 山本　　輝 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 46 船本　直希 （Ｐｏｔｂｅｌｌｙ）

41 ＢＹＥ ＢＹＥ

42 和田　典久 48 假野　耀市

ＳＥＥＤ：１．山根誠二２．池田大輔,３～４．蔵田太洋・中本悠水、５～８．松村駿・福田朋晃・馬上佳祐・松永大勳

　　　　ＬＬ：１．　　　　　２．　　　　　３．　　　　　４．　　　　　５．　　　　　６．



【Ａブロック】 【Ｂブロック】

14

安澤　公哉 松永　大勳 （ＭＨＩー広島）（ながれもの）

大塚　脩馬 （Ｂｏｒｄｅｒ－Ｌｉｎｅ）

後藤　瑛人 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ）

安東　俊明 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ）

（やすいそ庭球部） 川井　清一 （Good　ｔｉｍｅ）16

13

ＢＹＥ

岡田　雅二 （Ｓｉｎｃｅ３４）

（アシニス）

4 有田　俊秀 （Good　ｔｉｍｅ） 8 山本　　秀 （広島銀行）

9 和田　典久 （オシャ足） 東　　武志 （ＭＨＩー広島）

【Ｃブロック】 【Ｄブロック】

2 ＢＹＥ 6

（アキラＩＴＣ）

阿比留　琢磨 （Ｓｉｎｃｅ３４） 平川　大二 （Ｓｉｎｃｅ３４）

1 市川　直樹 （Ｓｉｎｃｅ３４） 5

一般男子ダブルス【予選】

大石　大将 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ） 四水　健司 （オシャ足）

3 田邉　賢太郎 （ＤＲＯＰ　ＯＵＴ） 7 國好　　翼 （オシャ足）

藤川　寛将 （やすいそ庭球部）

ＳＥＥＤ：１．市川・阿比留、２．岡田・平川、３～４．和田・安澤、東・松永

ＬＬ：１．　　　　　２．　　　　　３．　　　　　　４．

森田　智紀 （Ａｖａｎｔａｇｅ） 中川　哲志

今津　正博 （Good　ｔｉｍｅ） 青田　崇正

10 信原　世昂 （庭球館）

11 川本　英貴 （Ａｖａｎｔａｇｅ） 中川　正崇 （アキラＩＴＣ）

（ぢっぷす＠コイン通り）

15

12 坂根　和季

岡村　直樹



8
松尾  直樹 （ながれもの）

16
梶川　聖織 （Ｓｉｎｃｅ３４）

ＳＥＥＤ：１．上本・平野、２．梶川・梶田３～４．樋口・山本、小川・馬上、

渡辺　修宏 （ながれもの） 梶田　博史 （マツダ株）

7
QA

15
ＱＢ

藤本　拓弥 （やすいそ庭球部） 山本　晃史 （Ｓｉｎｃｅ３４）
6

福田　翔一 （Ｔ．Ｃ．Ｓ）
14

徳永　康宏 （ながれもの）

馬上　佳祐 （ぢっぷす＠コイン通り）

神野　良太 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

5
小川　雄大 （ＭＨＩ－広島）

13

眞鍋　　光 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）
4

新見　晋也 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

岡田　浩明

中本　悠水 （やすいそ庭球部）

蔵田　太洋 （アキラＩＴＣ）

山本　　純 （ぱこぉーん）
12

樋口　哲也 （ぱこぉーん）

（宮島ＴＣ）
3

古島　岬記 （ＺＯＮＥ）
11

QD

2
ＱＣ

10
井上　　崇 （Ａテニスクラブ）

金井　　洋 （Ｓｉｎｃｅ３４）

第６８回広島市春季テニス選手権大会

一般男子ダブルス

1
上本　啓伍 （やすいそ庭球部）

9
平野　晃義 （Ｓｉｎｃｅ３４）

森永　雄一朗 （ＭＨＩ－広島）



ＳＥＥＤ：１．安成・西久保、２．清瀧・河野

第６８回広島市春季テニス選手権大会

一般女子ダブルス

8 清瀧　愛海 （アキラＩＴＣ）

河野　仁美 （アキラＩＴＣ）

武内　佳恵 （やすいそ庭球部）

7 ＢＹＥ

5 山本　佐織 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

植田　恵理加 （やすいそ庭球部）

6 元原　美香 （やすいそ庭球部）

徳永　博子 （アシニス）

4 井上　かや （ＳＩＺＥ）

中谷　果奈美 （やすいそ庭球部）

3 曽田　圭子 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

西久保　絵里 （やすいそ庭球部）

安成　靖子 （Ｗｉｎ　Ｔｈｅ　Ｍａｔｃｈ）

2 ＢＹＥ

1



7 ＢＹＥ

加藤　直美 （Ｒテニスクラブ）

岩田　麻美 （Ｔｅｎｎｉｓ　ｂｏｎｂｏｎ）

6 梶岡　智佳子（やすいそ庭球部）

山本　祥子 （ＳＩＺＥ）
5 亀岡　かほる （ＭＴＲ）

内藤　淳子 （やすいそ庭球部）

4 望戸　洋子 （やすいそ庭球部）

久保　淳子 (liｎｋｓ）
3 野間　了子 （ポコアポコ）

田部　英樹 （ながれもの） 河野　克徳 （Ｓｉｎｃｅ３４）
8 前田　真吾 （ながれもの） 16 山田　満夫 （ＪＳＷ）

増尾　憲治 （リョーコーＴＣ）
7 村瀬　敬祐 （リョーコーＴＣ） 15 ＢＹＥ

木野本　圭児 （Ｍｉｎａｍｉ－３３）

6 ＢＹＥ 14 奥谷　誠之 （Ｍｉｎａｍｉ－３３）

山崎　　実 （チームＴＫ） 小河　　誠 （金曜塾）
5 中川　勝範 （金曜塾） 13 青木　繁幸 （ルネサンス広島東千田）

中村　真一 （ＡＬＬＭＡＮ） 岡本　侑士 （チームＴＫ）
4 岡田　恭典 （ＡＬＬＭＡＮ） 12 宮本　和典 （チームＴＫ）

弘中　　実 （マツダ株）
3 戸田　良二 （オンザマークＴＣ） 11 ＢＹＥ

渡辺　勝人 （ＡＬＬＭＡＮ）
2 ＢＹＥ 10 小林　秀敏 （ＡＬＬＭＡＮ）

小林　　靖 （ＨＣＯ）
南　　一郎 （Ｓｉｎｃｅ３４） 光田　直史 （ＨＣＯ）

第６８回広島市春季テニス選手権大会

ベテラン男子ダブルス

1 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ３４） 9

ＳＥＥＤ：１．武田・南、２．山田・河野、３～４．宮本・岡本、中川・山崎

ＳＥＥＤ：１．秋吉・清水、２．宮崎・加藤

ベテラン女子ダブルス

8 宮﨑　奈々江 （マツダ株）

清水　由佳 （Ｒテニスクラブ）

1 秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

2 ＢＹＥ


