
主 催 ： 広島市テニス協会，（公財）広島市スポーツ協会
後 援 ： 広島市
協 賛 ： ㈱ダンロップスポーツマーケティング
日 程 ： 令和３年２月２０日（土）、２１日（日）、２３日（火）、２７日（土）、２８日（日）

［一般男女］
  予選：シングルス　2月20日　，ダブルス　2月21日
  本戦：2月23日～
［ベテラン男女］・・・・本戦のみ
　ベテラン　2月23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FORT
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 （大会開催決定後にお振込み下さい）
申込方法 ：

下記留意事項を厳守してください。
(1)

2)

ホームページ申込みフォーム・FAXのいずれかで申込ください。

：

ＦＡＸ： 082-209-5201

振 込 先 ：

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．新型コロナ感染防止策チェックシート提出のご協力をお願いします。
4．新型コロナ感染拡大によっては中止を含め大会日程の変更がある事をご理解下さい。

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

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。

公益財団法人広島市スポーツ協会助成事業

第７０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：

申 込 先 広島市テニス協会ホームページ　　　http://hcta.jp/

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

所定の申込用紙に必要事項を記入の上，令和 3年 1月4日（月）～令和 3年 1月11日（月）ま
でに必着するように申込をお願います。

参加料は大会開催決定後にお振込み下さい。
大会開催決定はホームページにてお知らせします。

2020年度の登録クラスでエントリーしてください。(2020年度の大会結果で昇格する
選手は，2021年度の登録は上のクラスになりますが，本大会は2020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。



２月２０日（土） ２月２１日（日） ２月２３日（祝） ２月２７日（土） ２月２８日（日）

９：００　Ａ～Ｄブロック

　　１Ｒ

 ９：３０　Ｅ～Ｈブロック

ＳＮＧ予選      1R

10:15　　Ａ～Ｄブロック

　   ２Ｒ～Ｆ

   11:00  　Ｅ～Ｈブロック

                 ２Ｒ～Ｆ

 9:00  Ｂ～Ｄブロック

１Ｒ

　9:30　Ａ～Ｄブロック

２Ｒ～Ｆ

一般男子 　9:00 １Ｒ～ＱＦ 　10:00 ＳＦ～Ｆ

ＳＮＧ本戦

          9:30 １Ｒ

11:15 ２Ｒ～Ｆ

      　9:00 １Ｒ        10:30　ＳＦ～Ｆ

10:15 ２Ｒ～ＱＦ

一般男子

         9:00　１Ｒ～Ｆ 

一般女子

ＤＢＬ本戦 10:15 １Ｒ～Ｆ

ベテラン男子           9:30 １Ｒ

ＤＢＬ  11:00 ２Ｒ～Ｆ

ベテラン女子         10:15 １Ｒ

 11:00 ２Ｒ～Ｆ
ＤＢＬ

一般女子

ＳＮＧ本戦

ベテラン男子

ＳＮＧ

ＤＢＬ本戦

ＤＢＬ予選

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７０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７０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．白神佳菜、３～４．浅井優菜・恩田江理

8 竹友　夢莉 （Scratch） 16 白神　佳菜 （広島文化学園大学）

7 山本　佐織 （Tension） 15 井上　かや （ＳＩＺＥ）

6 岡本　順子 （みなみ坂T.S） 14 大槻　早菜 （Scratch）

5 恩田　江理 （マツダ㈱） 13 寺川　綾乃 （ＮＢテニスガーデン）

4 北國　芽吹 （Tension） 12 浅井　優菜 （広島文化学園大学）

3 冨田　明日香 （やすいそ庭球部） 11 上杉　日奈詩 （Tension）

（T-Step）

2 BYE 10 吉田　由佳 （すぱこんず）

SEED:１．中本悠水、２．蔵田太洋、３～４．若元一樹・上本啓伍、５～８．小村亮世・假野燿市・神野良太・小川雄大

一般女子シングルス 【本戦】

1 西久保　絵里 （やすいそ庭球部） 9 古谷　奏波

16 神野　良太 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 32 蔵田　太洋 （アキラＩＴＣ）

15 阿比留琢磨 （Ｓｉｎｃｅ３４） 31 有吉　寛明 （ながれもの）

14 ＱＨ 30 ＱＤ

13 大本　直輝 （Ｂｏｒｄｅｒ－Ｌｉｎｅ） 29 平川　大二 （Ｓｉｎｃｅ３４）

12 岡村　直樹 （オシャ足） 28 ＱＡ

11 ＱＦ 27 大下　遥希 （Ｓｃｒａｔｃｈ）

10 栗原　健伸 （Ｂｏｒｄｅｒ－Ｌｉｎｅ） 26 平野　晃義 （Ｓｉｎｃｅ３４）

9 上本　啓伍 （Ｓｉｎｃｅ３４） 25 小村　亮世 （ぱこぉ～ん）

8 小川　雄大 （ＭＨＩ－広島） 24 若元　一樹 （宮島テニスクラブ）

7 後藤　雅仁 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 23 笹原　大樹 （ぢっぷす＠コイン通り）

6 ＱＢ 22 森原　拓弥 （パルクラ）

5 窪田　晃大 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 21 ＱＥ

4 東　　武志 （ＭＨＩ－広島） 20 白井　智章 （草津ＴＣ）

3 ＱＣ 19 ＱＧ

（やすいそ庭球部）

2 山本　晃史 （Ｓｉｎｃｅ３４） 18 田中　優次 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

第７０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 中本　悠水 （やすいそ庭球部） 17 假野　耀市



ＳＥＥＤ：１．武田将孝、２．小河誠、３～４．今井英二・関矢寛史、５～８．山崎実・山崎浩希・青山裕・高杉和正

９～１２．宮本和典・青木繁幸・中川勝範・岡本侑士、１３～１６．光田直史・水落洋行・藤井多喜雄・金井洋

32 青山　裕 （Ｊ’Ｓｏｎｓ） 64

31 BYE 63 BYE

30 中原　光生 （Ｓｉｎｃｅ　34） 62 梶原　憲造 （ﾙﾈｻﾝｽ広島ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸﾀｳﾝ）

29 末久　信夫 （オンザマークＴＣ） 61 岡田　雅二 （Ｓｉｎｃｅ　34）

（金曜塾） 57 光田　直史 （HCO）

28 神田　実 （広島SFIDA） 60 石丸　淳一 （ﾙﾈｻﾝｽ広島東千田）

27 BYE 59 下川  寿春 （サンデーテニスクラブ）

24

小河　誠 （金曜塾）

56 岡本　侑士 （チームＴＫ）

23 BYE 55 BYE

水落　洋行 （マツダ㈱）

26 BYE 58 BYE

25 中川　勝範

22 BYE 54 BYE

21 酒井　孝浩 （Ｓｉｎｃｅ　34） 53 小林　秀敏 （ALLMAN）

20 小嶋　幹男 （Ｓｉｎｃｅ　34） 52 中本　裕隆 （チームＴＫ）

19 中西　明夫 （ALLMAN） 51 樫本  義人 （サンデーテニスクラブ）

18 BYE 50 BYE

17 関矢　寛史 （Teamふしちょー） 49 山崎　浩希 （ＭＨＩ－広島）

16 今井　英二 （マツダ㈱）48

15 BYE 47 BYE

山崎　実 （チームＴＫ）

14 中尾　修 （ALLMAN） 46 増尾　憲治 （ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

13 上村　信行 （Teamふしちょー） 45 田部　英樹 （ながれもの）

12 向井　政幸 （ﾙﾈｻﾝｽ広島ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸﾀｳﾝ） 44 前田　真吾 （ながれもの）

11 BYE 43 BYE

10 BYE 42 BYE

9 宮本　和典 （チームＴＫ） 41 金井　洋 （Ｓｉｎｃｅ　34）

8 藤井　多喜雄 （ち～むＢ） 40 青木　繁幸 （ﾙﾈｻﾝｽ広島東千田）

7 BYE 39 BYE

6 BYE 38 BYE

5 小林　靖 （HCO） 37 加藤　修 （やすいそ庭球部）

2 BYE 34 BYE

4 中野　和宏 （ＺＯＮＥ） 36 小渕　典彦 （ＣＢＴＣ）

3 川上　泉 （広島ＳＦＩＤＡ） 35 BYE

第７０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

1 武田　将孝 （Ｓｉｎｃｅ　34） 33 高杉　和正 （Ｓｉｎｃｅ　34）



【Ｇブロック】

（広島文化学園大学）

（Ｓｉｎｃｅ３４） （ながれもの）

（Ｓｉｎｃｅ３４）

（ルネサンス広島東千田）

（広島文化学園大学）

（オシャ足）

【Ｆブロック】

（ＨＰＧテニスクラブ）

（Ａｖａｎｔａｇｅ）

【Ｈブロック】

34 山本　崚也 （広島文化学園大学）

46 中川　文也 （広島文化学園大学）

47

和田　典久 （オシャ足） 43 宇田　　萌

38 松本　悠聖 （ＺＯＮＥ） 44 小林　伸行

39 行安 　皓

40 大上　温斗

（ながれもの）

25 信原　世昂 （庭球館） 31 生野　　藍

18

17

28 佐藤　　優

14 大谷　　哲 （みなみ坂Ｔ．Ｓ） 20 内木　聖人

（やすいそ庭球部） 22 中村伊織利

第７０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 大田　恵士 （Ｔ－Ｓｔｅｐ） 7 大塚　脩馬 （Ｂｏｒｄｅｒ－Ｌｉｎｅ）

2 ＢＹＥ 8 津川　光太 （ながれもの）

4 國好　　翼 （オシャ足） 10 有田　裕貴 （広島文化学園大学）

3 平原崇太郎 （広島文化学園大学） 9 田坂　一馬 （広島文化学園大学）

（ＭＨＩ－広島）

（広島文化学園大学）梶川　剛史 24 福田　朋晃

【Ｅブロック】

23

（広島文化学園大学）

（Ｓｉｎｃｅ３４）

（広島文化学園大学）

松本　博喜 結城　達哉（ＺＯＮＥ）

（ぢっぷす＠コイン通り）

5

6 竹野　友都 西原　充洋12

13 市川　直樹 （Ｓｉｎｃｅ３４） 19 松永　大勲

【Ｃブロック】

藤田　智也

（広島文化学園大学）

岩根　佑輔11

【Ｄブロック】

（ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ） （ぢっぷす＠コイン通り）

（ながれもの）

15 榎　　太樹 （広島文化学園大学） 21 長尾　省吾 （ぢっぷす＠コイン通り）

27 坂本　大地 （広島文化学園大学） 33 中村　辰耶 （広島文化学園大学）

26 原　　琢磨 （ながれもの） 32 青木　　要 （ノア広島西）

16 酒井　　和

29 渡辺　咲久 寺口　信介35（ＮＢテニスガーデン）

（広島文化学園大学） 45 山本　　輝 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

30 水野　将吏 36 河野　貴之（中国電力ＴＣ）

37

41 益　　達郎 ＢＹＥ

42 池田　大輔 48 徳永　康宏

ＳＥＥＤ：１．大田恵士、２．市川直樹、３～４．宇田萌・信原世昂５～８．大塚脩馬・生野藍・松永大勲・和田典久

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



【Ａブロック】 【Ｂブロック】

18 梶川　剛史 （広島文化学園大学） 24 行安　 皓 （広島文化学園大学）

（広島文化学園大学）

ＢＹＥＢＹＥ

ＢＹＥ

ＢＹＥ
ＢＹＥ

20

（みなみ坂Ｔ．Ｓ）

池田　大輔

田坂　一馬 （広島文化学園大学） 中村伊織利 （広島文化学園大学）

17 江崎　里志 （すぱこんず） 23 引頭　龍司 （テニスサポートシステム）

塚野　恭太 （すぱこんず） 岡崎　隼也 （テニスサポートシステム）

窪田　晃大 原　　琢磨 （ながれもの）（みなみ坂Ｔ．Ｓ）

（ぢっぷす＠コイン通り） 大上　温斗 （広島文化学園大学）22

今井　雄介 （Ｇｏｏｄ　ｔｉｍｅ）19

大田　恵士 （Ｔ－Ｓｔｅｐ）

【Ｃブロック】 【Ｄブロック】

5

（Ｔ－Ｓｔｅｐ）

6 （Ｓｉｎｃｅ３４） （中国電力ＴＣ）

白井　智章 （草津ＴＣ） 米澤　海知 （中国電力ＴＣ）

11 藤原　大知 （Ｔ－Ｓｔｅｐ）

宮内　新司

12 岩田　法亮

2 8

荒川　拓也 （ＮＲＣ） 酒井　　和 （やすいそ庭球部）

1 河野　貴之 （Ａｖａｎｔａｇｅ） 7

一般男子ダブルス【予選】

山本　崚也 （広島文化学園大学） 竹野　友都 （広島文化学園大学）

3 有田　裕貴 （広島文化学園大学） 9 佐藤　　優 （広島文化学園大学）

西原　充洋 （ながれもの）

4 内木　聖人 （広島文化学園大学） 10 森田　智紀 （Ａｖａｎｔａｇｅ）

13 田中　優次

ＳＥＥＤ：１．河野・荒川、２．田中・窪田、３．大田・酒井、４．今井・原

ＬＬ：１．　　　　　２．　　　　　３．　　　　　　４．

中村　辰耶 （広島文化学園大学） 吉田壮太朗

坂本　大地 （広島文化学園大学） 川本　英貴

14

15 榎　　太樹 （広島文化学園大学） 大谷　　哲 （みなみ坂Ｔ．Ｓ）

（Ａｖａｎｔａｇｅ）

21

16 岩根　佑輔

平原崇太郎

（みなみ坂Ｔ．Ｓ）



岡村　直樹

川井　清一

8
樋口　哲也 （ぱこぉ～ん）

16
平野　晃義 （Ｓｉｎｃｅ３４）

ＳＥＥＤ：１．中本・蔵田、２．平野・上本、３～４．梶川・寺本、岡村・川井

徳永　康宏 （ながれもの）

山本　　純 （ぱこぉ～ん） 上本　啓伍 （Ｓｉｎｃｅ３４）

7
ＱＡ

15
東　　武志 （ＭＨＩ－広島）

（宮島ＴＣ）
6

（ＭＨＩ－広島）
14

ＱＣ

若元　一樹

（Ｇｏｏｄ　ｔｉｍｅ）

森原　拓弥 （パルクラ）

5

小川　雄大

（オシャ足）
13

山本　晃史 （Ｓｉｎｃｅ３４）
4

古島　岬記 （ＺＯＮＥ）

渡辺　修宏 （ながれもの）

松尾　直樹 （ながれもの）

寺本　崇史 （Ｓｉｎｃｅ３４）
12

梶川　聖織 （Ｓｉｎｃｅ３４）

佐々木理峰 （Ｐｏｔｂｅｌｌｙ）　
3

ＱＤ
11

藤田　智也 （Ｇｏｏｄ　ｔｉｍｅ）

2
和田　典久 （オシャ足）

10
ＱＢ

安澤　公哉 （ながれもの）

第７０回広島市春季テニス選手権大会

一般男子ダブルス

1
中本　悠水 （やすいそ庭球部）

9
蔵田　太洋 （アキラＩＴＣ）

益　　達郎 （ながれもの）

【本戦】



ＳＥＥＤ：１．西久保・安成、２．清瀧・河野

第７０回広島市春季テニス選手権大会

一般女子ダブルス

清水　雅子 ハイタッチ

【本戦】

8 清瀧　愛海 アキラＩＴＣ

河野　仁美 アキラＩＴＣ

横山　裕美 ＳＩＺＥ

7 中村　律 サンデーテニスクラブ

大和　嬉子 GRANDE

5 浅井　優菜 広島文化学園大学

白神　佳菜 広島文化学園大学

6 山本　佐織 Tension

上杉　日奈詩 Tension

4 小池　麗 マツダ㈱

恩田　江理 マツダ㈱

3 日高　春奈 T-Step

安成　靖子 Win　The　Match

西久保　絵里 やすいそ庭球部

2 吉田　由佳 すぱこんず

1



ＳＥＥＤ：１．秋吉・清水、２．梶岡・岩田、３～４．山根・曽田、植田・木口

徳永　博子 アシニス
7 松田　智美 ＮＢテニスガーデン 15

近藤　博子 Ｒテニスクラブ 岩田　麻美 ＴＢＮ

5 植田　恵理加 やすいそ庭球部 13 亀岡　かほる ＭＴＲ

白坂　美幸 アシニス
6 14 安村　恵子 チームＴＫ

BYE

3 元原　美香 やすいそ庭球部 11

野間　了子 ウチテニ広島 曽田　圭子 たんぽぽ
4 丸田　恵津子 ポコアポコ 12 山根　月美 たんぽぽ

BYE

田部　英樹 ながれもの 宮本　和典 チームＴＫ
8 金井　洋 Ｓｉｎｃｅ　34 16 岡本　侑士 チームＴＫ

北織　孝浩 広島SFIDA
7 神田　実 広島SFIDA 15

BYE

小嶋　幹男 Ｓｉｎｃｅ　34 渡辺　勝人 ALLMAN
6 前田　真吾 ながれもの 14 小林　秀敏 ALLMAN

中川　勝範 金曜塾 広野　勝 サンデーテニスクラブ

5 山崎　実 チームＴＫ 13 下川  寿春 サンデーテニスクラブ

酒井　孝浩 Ｓｉｎｃｅ　34 小河　誠 金曜塾
4 中山　満 Ｓｉｎｃｅ　34 12 青木　繁幸 ﾙﾈｻﾝｽ広島東千田

森綱　光臣 やすいそ庭球部 光田　直史 HCO
3 山田　昌平 オンザマークＴＣ 11 小林　靖 HCO

河野　克徳 Ｓｉｎｃｅ　34
2 10 中下　俊彦 ラフ＆ラフ

BYE

奥谷　誠之 Minami-33
岡田　雅二 Ｓｉｎｃｅ　34 木野本　圭児 Minami-33

第７０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 Ｓｉｎｃｅ　34 9

ＳＥＥＤ：１．武田・岡田、２．岡本・宮本、３～４．山崎・中川、青木・小河

ベテラン女子ダブルス

8 加藤　直美 Ｒテニスクラブ 16 梶岡　智佳子 やすいそ庭球部

清水　由佳 Ｒテニスクラブ 田中　エミ ＳＩＺＥ
1 秋吉　緑 Tension 9 宮﨑　奈々江 Ｒテニスクラブ

林　由美 やすいそ庭球部

2 10
BYEBYE

BYE

木口　美月 ウチテニ広島 丸山　真奈美 ＮＢテニスガーデン


