
表彰対象者 次年度昇級対象者

Ａ 優勝、準優勝

Ｂ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

Ｃ 優勝、準優勝、第３位 優勝、準優勝

Ｄ 優勝、準優勝 優勝

壮年ＡＢ 優勝、準優勝

壮年ＣＤ － －

Ａ 優勝

Ｂ 優勝、準優勝 優勝

Ｃ 優勝、準優勝 優勝

Ｄ 優勝、準優勝 優勝

※　優勝された方は、表彰式後にホームページ掲載用の写真を撮らせて頂きますので、
　　ご協力ください。

開催クラス

「第１８回夏季シングルス大会（テニス）」表彰及び昇級対象者

男子

女子



第１８回夏季シングルス大会（男Ａ級） 【２日目】

(Since34)

    Bye

　　小嶋幹男

    Bye ８－０

272 (2)松本　紳介

(シャープTC) 　　小嶋幹男

3429 (3)戸光　翼 ８ー１

(Pot Belly) 　　関谷寛史

4701 (4)関矢　寛史 ８ー１

(広大硬式庭球部) 　　関谷寛史

    Bye ８ー２

1327 (5)大屋　大祐

(FUTURE-ONE東広島)

211 (6)斉藤　桂

(シャープTC)

    Bye

　　森永雄一朗

5135 (7)森永雄一朗 ８ー４

(個人会員)

430 (8)　崔　龍範 ８ー５

(西条ﾛｲﾔﾙTC) 　　上本啓伍

805 (9)小村　健人 ８ー５

(セントラルTC)

    Bye

　　上本啓伍

    Bye ８ー２

(やすいそ庭球部)

［シード順位］ (1)、(10)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　小嶋幹男

　森永雄一朗

９ー７

準優勝上本　啓伍

優　勝小嶋　幹男



第１８回夏季シングルス大会（男子Ｂ級）

625 (1)塩谷　博史

(サンデーTC)

    Bye

4307 (2)末久　信夫

(やすいそ庭球部) 　　　　　　大下 遼

(FUTURE-ONE東広島)

274 (4)西元  和行

(シャープTC) 　　　　　　　　西元和行

3801 (5)浦出　秀男

(TEAM YOJI)

    Bye

1933 (6)高原　慎二

(マツダ) 　　　　　　大下　遼

(新川センサテクノロジ)

    Bye

2722 (8)中嶋　隆夫

(ｵﾝｻﾞﾏ-ｸTC)

3402 (9)中村　晃

(Pot Belly)

278 (10)大橋　昭彦

(シャープTC)

3920 (11)濱本  晃

(新日本造機)

    Bye

1515 (12)川野　晃寛

(BSTC) 　　　　大下　遼
　　　　　　８ー６

(やすいそ庭球部)

    Bye

282 (14)　角　隆文

(シャープTC)

1318 (15)服部　大輔

(FUTURE-ONE東広島)

545 (16)大成　雅也

(高美が丘TC)

3432 (17)影山　敬太

(Pot Belly)

    Bye

5139 (18)古谷  勇三

(個人会員)

216 (19)平川  浩二

(シャープTC)

    Bye

1701 (20)沖田　一宏

(アシニスクラブ)

802 (21)中江　祥彦

(セントラルTC)

2204 (22)貞広　直哉

(FTOTC)

3431 (23)船本　直希

(Pot Belly)

    Bye

３位決定戦 　　引頭　龍司

3807 (24)中川　洋通 　　引頭　龍司

(TEAM YOJI)
　　　　８ー３

　　沖田　一宏

［シード順位］(1)、(24)、(18)、(7)、(13)、(19)、(12)、(6)
【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】
※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　貞広　直哉

優　勝　大下　遼

準優勝　岡崎　和洋

３　位　引頭　龍司

　　　　　　　　　９ー８（３）

　　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　西元　和行
　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　大橋　昭彦

　　　　　　　　　８ー５

　　　　　　岡崎　和洋

　　　　　　引頭　龍司

　　　　　　　　　８ー６

　　　　　　　影山　敬太

　　　　　　大下　遼

　　　　　　大下　遼

　　　　　　引頭　龍司

　　　　　　　　中嶋　隆夫

　　　　　　岡崎　和洋

　　　　　　　　　８ー０

　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　沖田　一宏

　　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　　８ー１

　　　　　　　大橋　昭彦

　　　　　　　沖田　一宏

　　　　　　　沖田　一宏

　　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　中川　洋道

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　角　隆文

　　　　　　岡崎　和洋

　　　　　　　古谷　勇三



第１８回夏季シングルス大会（男子Ｃ級）
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

3433 (1)加藤　竜美

(Pot Belly)

    Bye

1708 (2)津田　悠太

(アシニスクラブ)

2318 (3)友成　隆二

(HAKUWA TS)

3434 (4)豊島　正光

(Pot Belly)

2811 (5)塚本　丈夫

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

307 (6)山崎　勝義

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

(チームM.T.Y)

3805 (8)津川　健

(TEAM YOJI)

3414 (9)三堂　之裕

(PotBelly)

291 (10)江口　憲一

(シャープTC)

1012 (11)高橋　洋輔

(チームM.T.Y)

1934 (12)丸山　順一

(マツダ)

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

2335 (14)川口　慎太郎

(HAKUWA TS)

4303 (15)松田 正彦

(やすいそ庭球部) 　　　　頼実尚之

287 (16)田中　聖敬 　　　　　　８ー３

(シャープTC)

2345 (17)　辻　貴大

(HAKUWA TS)

5206 (18)大下　敦大

(個人会員)

902 (19)松永　淳平

(新川センサテクノロジ)

3416 (20)日高　睦実

(Pot Belly)

4250 (21)竹村　太士

(やすいそ庭球部)

2344 (22)難波　祐輔

(HAKUWA TS)

205 (23)小林　繁

(シャープTC)

(サンデーTC)

3411 (25)白坂　和徳

(Pot Belly)

2201 (26)清原　譲二

(FTOTC)

5204 (27)　秋　庸裕

(個人会員(バイオテニス))

1043 (28)小山　邦明

(チームM.T.Y)

4224 (29)米田　正行

(やすいそ庭球部)

1113 (30)下西　孝一

(デルタ工業TC)

2845 (31)國岡　哲明 ３位決定戦 　　　木戸佑輔

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 　　木戸佑輔
　　　　８ー２　　

　　　辻　貴大

［シード順位］(1)、(31)、(8)、(23)、(16)、(7)、(15)
【試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します】

　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　　８ー４

優　勝　頼実　尚之

３　位　木戸　佑輔

準優勝　高杢健太郎

　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　８ー１

　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　　８ー３

　　　　友成隆二

　　　　木戸佑輔

　　　　木戸佑輔

　　　　木戸佑輔

　　　　頼実尚之

　　　高杢健太郎

　　　　高杢健太郎

　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　辻　貴大

　　　　　辻　貴大

　　　　松永淳平

　　　　日高睦実

　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　８ー５

　　　　　高杢健太郎

　　　　　　川口慎太郎

　　　　　　　　８ー３

　　　　頼実尚之

　　　　　　頼実尚之

　　　　難波祐輔

　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　豊島正光

　　　　津川　健

　　　　高橋洋輔

　　　　高橋洋輔

　　　高杢健太郎

　　　　友成隆二

　　　　　　　　　８ー０

　　　　　　　　８ー４

　　　　國岡哲明

　　　　國岡哲明

　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　８ー１

　　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　８ー４

　　　　辻　貴大

　　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　日高睦実

　　　　頼実尚之

　　　　　　　　８ー１

　　　　　　　　８ー０

　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　８ー４

　　　　清原譲二

　　　　米田正行

　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　W.Ｏ

　　　　　　　　　　８ー３

　　　　　　　　８ー３



第１８回夏季シングルス大会（男子Ｄ級）
　　　　　　［８ゲームプロセット］（セミアド方式）

905 (1)吉田　雄揮

(新川センサテクノロジ)

    Bye

　　大迫聖也

1003 (2)後藤　正宏 　　　　Ｗ.Ｏ

(チームM.T.Y) 　　大迫聖也
　　　　８ー４

(FUTURE-ONE東広島) 　　大迫聖也

1037 (4)岡田　圭史 　　　　８ー１

(チームM.T.Y) 　　岡田圭史

4221 (5)中条　正弘 　　　　８ー４

(やすいそ庭球部) 　　三山和司

438 (6)木村　一雅 　　　　８ー６

(西条ﾛｲﾔﾙTC) 　　三山和司

1049 (7)三山　和司 　　　　８ー０

(チームM.T.Y)

(やすいそ庭球部) 　　赤木和貴

1036 (9)井上　良介 　　　　８ー２

(チームM.T.Y) 　　赤木和貴

1517 (10)小野　善彦 　　　　８ー１

(BSTC) 　　三浦正裕

1038 (11)三浦　正裕 　　　　８ー０

(チームM.T.Y) 　　赤木和貴

605 (12)森　修也 　　　　８ー２

(サンデーTC) 　　森　修也

1002 (13)渕上　修平 　　　　８ー２

(チームM.T.Y) 　　児玉悠祐

2202 (14)重森　聡史 　　　９ー８（８）

(FTOTC) 　　児玉悠祐

2343 (15)児玉　悠祐 　　　　８ー３

(HAKUWA TS)

［シード順位］ (1)、(14)、(4)、(11)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　　赤木和貴
　　８ー４優　勝　赤木　和貴

準優勝　大迫　聖也



第１８回夏季シングルス大会（壮年ＡＢ級）　【２日目】

(デルタ工業TC)

    Bye

    Bye

1902 (2)寺北　康志

(マツダ)

603 (3)藤井　昌之

(サンデーTC)

    Bye 6

    Bye

432 (4)上村　信行

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

419 (5)浅倉  徹 　　　　　　８ー６

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

1305 (6)浜崎　孝

(FUTURE-ONE東広島)

5141 (7)大賀　一孝

(個人会員)

523 (8)寺本　健治

(高美が丘TC)

    Bye

    Bye

(ち～むＢ)

［シード順位］(1)、(9)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】
※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

優　勝　藤井多喜雄

準優勝　長尾　博行

　　　　　５ー４　ＲＥＴ

　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　Ｗ.Ｏ

　　　　　　　　８ー５

　　　　　　　　８ー５

　　　　浜崎　考
　　　　　　　　８ー４

　　　　浜崎　考

　　　長尾　博行

　　　長尾　博行

　　　　　　　　８ー２

　　　藤井多喜雄

　　　藤井多喜雄

　　　　藤井多喜雄

　　　上村　信行



第１８回夏季シングルス大会（女Ａ級） 【２日目】
　　　　　　［１セットマッチ］（セミアド方式）

【９：００集合】 （１） （２） （３）

1851 (1)大島　絵里

(Since34)

9726 (2)水戸　雅子

(OSTC)

1758 (3)白坂　美幸

(アシニスクラブ)

　　６ー４

【９：００集合】 （４） （５） （６）

(UP.set)

1751 (5)河野　良子

(アシニスクラブ)

1351 (6)浜崎　佳代

(FUTURE-ONE東広島)

［シード順位］ (1)、(4)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

　　大島　絵里

　　西本　稲音

西本　稲音

優　勝　西本　稲音

２ー６ ４ー６

０ー６ ６ー４

６ー２ ６ー０

６ー２ ６ー１

２ー６ ７ー５

１ー６ ５ー７

13:40 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
 

ＣＣＤＥＦＧＨ

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
 



第１８回夏季シングルス大会（女子Ｂ級）

4261 (1)千田 智恵子

(やすいそ庭球部) 　片山さやか

1959 (2)片山　さやか 　　　８ー４

(マツダ) 　竹歳　彩子

1753 (3)原田　幸恵 　　　８ー４

(アシニスクラブ) 　竹歳　彩子
　　　８ー２

(マツダ) 　恩田　江里

1752 (5)坂田　恵子 　　　８ー６

(アシニスクラブ) 　恩田　江里
　　　８ー１

(マツダ) 　恩田　江里

1759 (7)千振　真紀 　　　８ー３

(アシニスクラブ) 　千振　真紀

489 (8)松元　さゆり 　　　８ー６

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

［シード順位］ (1)、(8)
【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】
※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

優　勝　恩田　江里

準優勝　竹歳　彩子



第１８回夏季シングルス大会（女子Ｃ級）

3860 (1)獅々見　雅子

(TEAM YOJI)

    Bye

    Bye

2363 (2)住田　亜希子

(HAKUWA TS)

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

    Bye

4290 (4)成田　直美

(やすいそ庭球部)

1358 (5)大谷　恵理子 　　　　　　　８ー３

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

4274 (6)市井　三喜

(やすいそ庭球部)

　　　　　　　　９ー７

(HAKUWA TS)

1755 (8)光森　翼

(アシニスクラブ)

    Bye

    Bye

9361 (9)占部　芳美

(バラの会)

［シード順位］(1)、(9)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】
※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　８ー５

優　勝　吉田　由香

準優勝伊藤加代子

　　　　　伊藤加代子

　　　　　　三森　翼

　　　　　　　８ー０

　　　　　　　　９ー７

　　　　　　　８ー１

　　　獅々見雅子

　　　　　吉田　由香

　　　　　吉田　由香

　　　　　　　８ー６

　　　　　吉田　由香

　　　　　　伊藤加代子

　　　　伊藤加代子



第１８回夏季シングルス大会（女子Ｄ級）

(FTOTC)

    Bye

    Bye

4073 (2)田中　美千代

(SPEC)

2364 (3)土肥　千浪

(HAKUWA TS)

    Bye

    Bye

4359 (4)川久保　芽生

(やすいそ庭球部)

2252 (5)二宮　裕子 　　　　　　８ー３

(FTOTC)

    Bye

　　　　神野　文香

2376 (6)神野　文香

(HAKUWA TS) 　　　　神野　文香

4358 (7)佐々木彩純美

(やすいそ庭球部)

(SPEC)

    Bye

    Bye

1357 (9)木本　優子

(FUTURE-ONE東広島)

［シード順位］(1)、(9)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】
※試合をビデオ撮影される方は対戦相手者の許可を得て下さい！

準優勝　山根　加代

優　勝　中村　加代子

　　　　　　　　　８ー２

　　　山根　加代

　　　山根　加代

　　　土肥　千浪

　　　中村加代子

　　　　中村加代子

　　　　　　　　９ー８(１)

　　　　　　　　８ー０

　　　　　　　　８ー４

　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　８ー２

　　　　　　　　８ー１

　　　中村加代子


