
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、3位 優勝

Ｃ 優勝、準優勝、3位 優勝、準優勝

Ｄ 優勝、準優勝、3位 優勝、準優勝

Ａ 優勝、準優勝

Ｂ 優勝、準優勝
優勝（但し、同一年度内に複
数回優勝した場合）

Ｃ 優勝、準優勝 優勝

Ｄ 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３０回　東広島選手権大会（ダブルス）」表彰及び昇級対象者

男子

女子



「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（男子Ａ級）

【１３：２０集合】 （１） （２） （３）

4240 1824 (1)上本　･平野　

    (やすいそ庭球部･Since34)

2346 1831 (2)眞鍋　･山本　

    (HAKUWA TS･Since34)

1901 1943 (3)鮎川　･志岐　

 (マツダ)

【１４：１０集合】 （4） （5） （6）

5107 4313 (4)高杉　･市林　

    (個人会員･やすいそ庭球部)

1833 1834 (5)松尾 ･岩田　 決勝リーグへ

    (Since34)

4439 4437 (6)松村　･花野　

    (近大工学部)

【１４：１０集合】 （7） （8） （9）

1822 1832 (7)金井　･梶川　

    (Since34)

4429 4433 (8)浅野　･金川　

    (近大工学部)

4220 4233 (9)森綱 ･松浦　

    (やすいそ庭球部)

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）

（Ａ） (1)上本　･平野　

(やすいそ庭球部･Since34)

（Ｂ） (4)高杉　･市林　

(個人会員･やすいそ庭球部)

（Ｃ） (7)金井　･梶川　

(Since34)

［シード順位］(1)、(7)
※リーグ戦の２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※今大会のウォームアップは全試合サービス４本のみとします。
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！

３－６ ４－６ 3位

(1)上本　･平野　

(4)高杉　･市林　
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（男子Ｂ級）

【１２：１０集合】 （１） （２） （３）

2003 1013 (1)入口　･木戸　 ５－６

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ･チームM.T.Y) (５)

282 218 　(2)角　･羽田　 ⑥－５

    (シャープTC) (５)

2406 2407 (3)四水　･國好　

    (みつやの里MIT)

　⑥－２

【１０：１０集合】 (4) (5) (6) (7) 23

419 319 (4)浅倉 ･春貝地

    (西条ﾛｲﾔﾙTC)

274 290 (5)西元 ･坪谷　 ⑥－５

    (シャープTC) (４)

4102 4137 (6)石原 ･後藤　

    (B-WAVE)

2845 2823 (7)國岡　･小川　

    (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

【１０：１０集合】 （8） （9） （10）

2001 2002 (8)貞本　･梶野　 ⑥ー５(１)

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ) 25

2814 2831 (9)藤田 ･藤田　

    (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

3705 3701 (10)白石　･中村　

    (WINNER'S)

　⑥－２

【１０：１０集合】 （11） （12） （13） 22

216 220 (11)平川 ･滝川　 ④－４

    (シャープTC) Ret

5112 5142 (12)由田　･三宅　

    (個人会員(八幡TC))

4131 4138 (13)吉田　･小川　 ４－４

    (B-WAVE) Ret 　⑥－１

24

【１０：５０集合】 (14) (15) (16) (17)

2404 2413 (14)入谷　･和田　

    (みつやの里MIT)

105 111 (15)菅田　･山田　

    (Team ふしちょー)

1203 1201 (16)中村　･岩本　

    (アイシャドウズ)

1418 548 (17)畠中　･岸野　

    (賀茂TC･高美が丘TC)

３位決定戦

26

［シード順位］(1)、(14)、(4)、(11)

※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！

(5)西元 ･坪谷　

(17)畠中　･岸野　

２－６

　⑥－１

⑥－２

３－６

⑥－３

１－６

１－６

１－６

３－６

⑥－１

⑥－３

⑥－１ ⑥－１

５－６

ＣＣＤＥＦＧＨ

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

ＣＣＤＥＦＧＨ

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク

Ｅ
ブ
ロ
ッ
ク

優
勝

準優
勝

３
位



「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（男子Ｃ級）　１／２

【１１：１０集合】 （1） （2） （3）

212 202 (1)井上　･西田　

    (シャープTC)

4436 4440 (2)長尾　･山下　

    (近大工学部)

2004 2007 (3)日野　･若狭　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ)

【8：１０集合】 （4） （5） （6）

112 2318 (4)松本　･友成　 25 　⑥－３

    (Team ふしちょー ･HAKUWA TS)

1038 1036 (5)三浦　･井上　

    (チームM.T.Y)

4139 4140 (6)岡平　･三次　

    (B-WAVE)

【8：１０集合】 （7） （8） (9) 22 　⑥－５(５)

4250 4309 (7)竹村　･竹田　

    (やすいそ庭球部)

114 115 (8)村岡　･池口　

    (Team ふしちょー)

2410 2414 (9)山口　･花岡　

    (みつやの里MIT)

３位決定戦 決勝戦

(1)井上　･西田　 　　(5)三浦　･井上　

28 　⑥－１ 27 　⑥－５(４)

(17)藤原　･佐藤　 　　(11)松田 ･押川　
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（男子Ｃ級）　２／２

【８：１０集合】 (10) (11) (12)

2344 2345 (10)難波　･　辻　

    (HAKUWA TS)

4303 4249 (11)松田 ･押川　

    (やすいそ庭球部)

291 9744 (12)江口　･森本　

    (シャープTC･HAKUWA TS)

23 　⑥－３

【８：１０集合】 (13) (14) (15)

2809 2846 (13)　関 ･寺尾 

    (ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

4432 4442 (14)吉田　･森田　

    (近大工学部)]

2334 1348 (15)久米　･渡辺　 ⑥－５

    (HAKUWA TS･FUTURE-ONE東広島) (３)

26 ⑥－５(４)

【８：１０集合】 （16） （17） （18）

4306 4314 (16)上田 ･藤上　

    (やすいそ庭球部)

4428 4441 (17)藤原　･佐藤　

    (近大工学部)

9805 1303 (18)上野　･岩本　

    (FUTURE-ONE)

24 　⑥－１

【８：１０集合】 （19） （20） （21）

205 287 (19)小林　･田中　

    (シャープTC)

4221 4305 (20)中条　･千田 

    (やすいそ庭球部)

2201 2202 (21)清原　･重森　

    (FTOTC)

［シード順位］(1)、(19)、(13)、(4)
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（男子Ｄ級）

【８：１０集合】 (1) (2) (3) (4)

1037 1005 (1)岡田　･広兼　

    (チームM.T.Y)

730 734 (2)吉川　･青山　

    (材強テニス)

745 749 (3)小林　･吉増　

    (材強テニス)

4443 4444 (4)馬場　･永井　

    (近大工学部)

【８：１０集合】 （5） （6） （7） 　⑥－３

1004 1039 (5)西原　･嶋川　 27

    (チームM.T.Y)

1420 1425 (6)奥本　･  金

    (賀茂TC)

744 748 (7)満留　･中原　

    (材強テニス)

25 　⑥－０

【８：１０集合】 （8） （9） （10）

4435 4438 (8)井筒　･藤嶋　

    (近大工学部)

742 731 (9)石田　･　鹿　

    (材強テニス)

2412 2409 (10)中山　･谷本　

    (みつやの里MIT)

　⑥－２

29

【８：１０集合】 (11) (12) (13)

739 746 (11)榎本　･陣内　

    (材強テニス)

118 1346 (12)上野　･佐坂　

    (Teamふしちょー ･FUTURE-ONE)

2011 2006 (13)酒井　･門田　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ)

26 　⑥－１

【８：１０集合】 （14） （15） （16）

1003 1049 (14)後藤　･三山　

    (チームM.T.Y)

4430 4431 (15)葉山　･宮本　

    (近大工学部)

740 750 (16)佐藤　･麻生　

    (材強テニス) 28 　⑥－３

【８：５０集合】 （17） （18） (19) (20)

2310 2328 (17)　岡　･山本　

    (HAKUWA TS)

709 747 (18)小川　･中村　

    (材強テニス)

292 293 (19)宮下　･加藤　

    (シャープTC)

2010 2012 (20)藤川　･三好　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ)

３位決定戦

［シード順位］(1)、(17)、(5)、(14)
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（女子Ａ級）

【１４：１０集合】 (1) (2) (3) (4)

481 369 (1)近藤　･加村　

    (西条ﾛｲﾔﾙTC)

672 673 (2)富山　･冨田　

    (サンデーTC)

1860 1861 (3)松尾　･岩田　

    (Since34)

3552 3551 (4)山崎　･坂田　

    (ち～むＢ)

【１４：１０集合】 （5） （6） （7）

665 663 (5)三反田･山崎　 14 　⑧－５

    (サンデーTC)

452 493 (6)丸山　･熊谷　

    (西条ﾛｲﾔﾙTC)

4184 1373 (7)大島　･松浦　

    (B-WAVE･FUTURE-ONE東広島)

13

【１４：１０集合】 （8） （9） （10）

668 1751 (8)小原　･河野　

    (サンデーTC･アシニスクラブ)

4252 4270 (9)武内　･若元　 ８－９

    (やすいそ庭球部) (４)

1453 1456 (10)二川　･清水　 ⑨－８

    (賀茂TC) (４)

［シード順位］(1)、(8)
※タイムスケジュールは受付時間です。試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します！
　予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（女子Ｂ級）

【１２：１０集合】 （1） （2） （3）

4261 489 (1)千田 ･松元　

    (やすいそ庭球部･西条ﾛｲﾔﾙTC)

4182 4183 (2)島村　･山中　

    (B-WAVE)

2358 2354 (3)杉井　･　岡　

    (HAKUWA TS)

　⑥－５(８)

17

【１２：１０集合】 (4) (5) (6)

677 678 (4)高本　･安村　

    (サンデーTC)

4074 4255 (5)高橋　･竹内　

    (SPEC･やすいそ庭球部)

474 364 (6)中尾 ･手島　

    (西条ﾛｲﾔﾙTC)

【１０：１０集合】 （7） （8） （9）

391 3956 (7)奥廣　･藤川　 　⑥－１

    (西条ﾛｲﾔﾙTC･新日本造機) 19

4172 4181 (8)川本　･平野　

    (B-WAVE)

4257 4264 (9)西川 ･小川　

    (やすいそ庭球部)

　⑥－１

16

【１０：１０集合】 （10） （11） (12)

4283 4267 (10)吉田　･国本　

    (やすいそ庭球部)

3870 3875 (11)戸山　･小肩 

    (TEAM YOJI)

381 358 (12)小林　･竹広 

    (西条ﾛｲﾔﾙTC) 18 　⑥－５(２)

【１２：１０集合】 （13） （14） (15)

3951 3954 (13)一木　･柴田　

    (新日本造機)

3172 3173 (14)神野　･武田　

    (みなみ坂T.S)

4289 4256 (15)　崔　･大元　

    (やすいそ庭球部)

［シード順位］(1)、(13)、(10)、(4)
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（女子Ｃ級）

【１２：１０集合】 （1） （2） （3）

4356 4072 (1)岡増　･中村　 ７－４

    (やすいそ庭球部･SPEC) Ret

9723 8606 (2)正願　･村地　

 (ATC)

2453 2452 (3)二木　･渡辺　 ４－７

    (みつやの里MIT) Ret

　W.O.

17

【１２：１０集合】 (4) (5) (6)

4351 4363 (4)中谷 ･藤中 

    (やすいそ庭球部)

1374 1375 (5)越智　･松本　

    (FUTURE-ONE東広島)

2377 2376 (6)　岡　･神野　

    (HAKUWA TS)

【１０：１０集合】 （7） （8） （9）

370 1358 (7)村上　･大谷　 　⑥－２

    (西条ﾛｲﾔﾙTC･FUTURE-ONE東広島) 19

4058 4056 (8)柳原　･岡田 ５－６

    (SPEC) (８)

4290 4276 (9)成田　･岡本　 ⑥－５

    (やすいそ庭球部) (８)

　⑥－５(５)
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【１０：１０集合】 （10） （11） (12)

2365 2363 (10)伊藤　･住田　

    (HAKUWA TS)

1452 1458 (11)西本　･賀川　

    (賀茂TC)

2052 2060 (12)進藤　･千原　

    (Ｍ.Ｔ.Ｃ) 18 　W.O.

【１２：５０集合】 （13） （14） (15)

2355 2367 (13)梶山　･吉田　

    (HAKUWA TS)

4274 4260 (14)市井　･五島　

    (やすいそ庭球部)

4187 4188 (15)大和　･渡辺　

    (B-WAVE)

［シード順位］(1)、(13)、(10)、(4)
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！
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「第３０回東広島選手権大会（ダブルス）」（女子Ｄ級）

【１３：１０集合】 （１） （２） （３）

2252 2251 (1)二宮　･山根　

    (FTOTC)

1361 1362 (2)矢野　･藤井　

    (FUTURE-ONE東広島)

4075 4076 (3)加藤　･見寳　

    (SPEC)
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1253 1254 (4)藤瀬　･　新

    (アイシャドウズ)

1357 4063 (5)木本　･神光　 ３－５

    (FUTURE-ONE東広島･SPEC) Ret

2364 2375 (6)土肥　･広川　 ⑤－３

    (HAKUWA TS) Ret

679 4186 (7)市井　･岡平　

    (サンデーTC･B-WAVE)

［シード順位］(1)
※事前連絡なしに棄権された場合は、HP上で厳重注意します。
※３組リーグの２試合目は１試合目の敗者と３チーム目が試合を行います。
※４組リーグの２試合目は１試合目の勝者同士、敗者同士が試合を行います。
※試合進行状況によっては集合時間に試合を開始します！
※アクアパーク内（コート外）でのボレーボレー等、禁止されています。協力お願いします！
▲予選リーグにおいて２試合連続になる場合での休憩時間はありません。トイレ休憩が必要な場合はレフェリーに連絡して下さい！

(6) (7)
　⑥－２【１０：１０集合】 (4) (5)
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