
２０２０年度東広島市テニス協会大会入賞者

：２０２１年度より上位クラスへ昇級

（オープン参加の場合も２０２１年度大会より上位級でお願いします。）

：２０２０年度に２回優勝で上位クラスへ昇級(B級クラス)

1)第32回グリーン大会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）中止　令和２年４月5日

2)第21回夏季シングルス大会  令和2年6月13日（土）14日（日）

男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 ４位

男子 Ａ級 関矢　寛史
5 （Team ふしちょー）

Ｂ級 西原　充洋 木原　知晃
9 (木曜テニスクラブ) (チームMTY)

Ｃ級 土屋　信弘 　秋　庸裕
11 (アシニスクラブ) (Team ふしちょー)

Ｄ級 町支　優樹 木村　一雅
8 (No Limits) (西条ﾛｲﾔﾙTC)

壮年 AB級 藤井 多喜雄
4 (ち～むＢ)

CD級 梶田　慎司
5 (個人会員(ケセラセラ))

女子 Ａ級 不成立

Ｂ級 不成立

Ｃ級 不成立

Ｄ級 住吉　順子
5 (No Limits)

3)第7回エキヒロ杯クラブ対抗　 令和2年7月12日（日）

男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位

オープン
3

ビギナー

3

4)第32回東広島選手権（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 令和2年7月24日（金/祝）

男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 ４位

男子 Ａ級 崔　･木船　

7 (Team ふしちょー)

Ｂ級 高橋　･木原 大上　･平原　

13  (チームMTY) (広島文化学園大学)

Ｃ級 白井　･寶井 田中　･竹廣　

12 (No Limits･上島テニスクラブ) (シャープTC)

Ｄ級 福田　･住田　 雲田　･竹田　

9 (No Limits) (やすいそ庭球部)

女子 Ａ級 白坂　･増田

4  (アシニスクラブ･FTOTC)

Ｂ級 吉田　･国本

6 (やすいそ庭球部)

Ｃ級 市井　･景山 正願　･西向　

9  (やすいそ庭球部)  (個人会員)

D級 郷坪　･福本　 中の　･勝村

8 (FUTURE-ONE東広島･西条ﾛｲﾔﾙTC) (FUTURE-ONE東広島)

男女混合 シャープTC 夢が山盛り B-WAVE

男女混合 FUTURE-ONE東広島 やすいそ がんばれまっちゃん

◎ ２回優勝

◎ １回優勝

〇 １回優勝



5)第9回車いす大会（シングルス、ダブルス）中止　令和2年9月1日

6)第15回東広島小学生大会（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 令和2年9月6日（日)

男／女 クラス 優勝 準優勝 第３位 コンソレ１位

男子 オープン 住田　涼成 沖　利功斗 山田　悠世 岩見　俊輝
22 (牛田新町小学校/みなみ坂TS) (白島小学校/みなみ坂TS) (なぎさ公園小学校/やすいそ庭球部) (三坂地小学校/UP.Set)

４年生以下 髙川　空澄 曽我部　健太 熊谷　勇志 阪田　大知
26 (広島市伴南小学校/やすいそ庭球部) (美鈴が丘小学校/NBテニスガーデン) (古田小学校/NBテニスガーデン) (広大付属東雲小学校/アキラITC)

女子 オープン 眞鍋　結衣 福岡　姫奈 髙浦　あかり
16 (海田小学校/NBテニスガーデン) (広島市立袋町小学校/NBテニスガーデン) (庚午小学校/やすいそ庭球部)

４年生以下 柴山　那奈 大屋　結愛 久保　美貴子
13 (美鈴が丘小学校/NBテニスガーデン) (舟入小学校/T-Step) (三原市立幸崎小学校/FUTURE-ONE)

7)第20回佐々木杯（ダブルス） 令和2年 10月11日（日）
男／女 クラス 優勝 準優勝 第３位 ４位

男子 Ａ級 眞鍋　･山本 崔　･関矢　
8 (HAKUWA TS･Since34) (Team ふしちょー)

Ｂ級 和田　･安澤　 西原　･田部 

13  (木曜テニスクラブ)  (木曜テニスクラブ)

Ｃ級 伊藤　･白井　 住田　･井上　
11 (やすいそ庭球部･No Limits) (No Limits)

Ｄ級 町支　･原田　 廣瀬　･正木　
9  (No Limits) (FUTURE-ONE東広島･Team ふしちょー)

女子 Ａ級 菊池 ･村上 河野　･亀岡　
8   (西条ﾛｲﾔﾙTC･やすいそ庭球部) (アシニスクラブ)

Ｂ級 村田　･福永　 河本　･千田 
13  (アシニスクラブ)  (Teamふしちょー ･やすいそ庭球部)

Ｃ級 正願　･西向　 三上　･弓井　
8 (個人会員)  (やすいそ庭球部)

Ｄ級 郷坪　･福本　 近藤　･中村　
8 (FUTURE-ONE東広島･西条ﾛｲﾔﾙTC)  (No Limits)

8)第39回教育長杯（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 令和2年11月7日（土）・8日（日）
男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 ４位

男子 Ａ級 山崎　義孝 竹野　友都 山岡　輝晃
17 （西条ﾛｲﾔﾙTC） （広島文化学園大学） （SUNDAY）

Ｂ級 佐藤　優 内木　聖人 宮地　一輝
22 （広島文化学園大学） （広島文化学園大学） （シャープTC）

Ｃ級 井上　哲仁 土屋　信弘 伊藤　泰臣
24 （No Limits） （アシニスクラブ） （やすいそ庭球部）

Ｄ級 原田　徹 福田　義浩 白神　浩二
19 （No Limits） （No Limits） （チームMTY）

壮年 AB級 高杉　和正 酒井　孝浩
11 （個人会員） （Since34）

ＣＤ級 小平　豊
5 （マツダ）

女子 Ａ級 白神　佳菜
4 （広島文化学園大学）

Ｂ級 福永　朋子
4 （アシニスクラブ）

Ｃ級 神野　文香 景山　繁美
9 (HAKUWA TS) （やすいそ庭球部）

Ｄ級 中村　雅代 唐木　美駆
11 （No Limits） （TAGチッチ）

9)第23回ミックスダブルス大会  令和2年12月13日（日）

クラス 優勝 準優勝 ３位 ４位

ﾐｯｸｽＡ級 竹安　･平野　

5 (フリー)

ﾐｯｸｽＢ級 石川 ･長里 田中　･矢倉　

10 (フリー) (Team ふしちょー ･フリー)

ﾐｯｸｽＣ級 秋　･市井　 和田　･吉田　

11   (Teamふしちょー ･やすいそ庭球部) (T.N.J広島･BIO)

ﾐｯｸｽＤ級 正木 ･中の 片廣　･中道　

12 (Team ふしちょー)  (Senoリバー)



10)第18回東広島市長杯１００歳大会  令和3年1月17日（日）

クラス 優勝 準優勝 ３位

100男ＡB級 木船　･　崔　 高尾　･細谷

12 (Team ふしちょー) (MRAサザンクロスT.C･3MK)

100男CD級 藤井　･中川　 福田　･住田

14  (Copain'ず)  (No Limits)

80男ＡB級 武田　･池田　

7  (Since34)

80男CD級

不成立

100女ＡB級 井上　･木口　

3 (チームTK･ウチテニ広島)

100女CD級 西本　･池田 三上　･弓井　

10 (賀茂TC･フリー) （やすいそ庭球部)

80女AB級 村上　･西久保 小倉　･　岡　

8   (やすいそ庭球部･B-WAVE)  (3MK)

80女CD級

不成立

11)第14回東広島中高生テニス大会
性別 種目 優勝 準優勝 第３位 コンソレーション１位

（参加者数） （所属クラブ名） （所属クラブ名） （所属クラブ名） （所属クラブ名）

中学1年 大下　遥希 野原　朋也

7 Scratch HAKUWA TS

中学2･3年 坂宮　大樹 松岡　洸希 弓井　柊二 小村　瑛紀

17 Scratch やすいそ庭球部 やすいそ庭球部 テンション

高校 大谷　哲 吉川　陽太 杉山　快斗

10 修道高校 福山葦陽高等学校 T-step

中学1年 髙木　和 坪井　結愛

6 NBテニスガーデン 比治山女子

中学2･3年 濱本　弥 眞鍋　芽依

4 T-step NBテニスガーデン

高校 春貝地　佐奈 正本　愛莉 栗栖　奈那

9 安田女子高校 比治山女子高等学校 比治山女子高等学校

12)第39回市民テニス大会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 令和3年3月7日（日）
男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 ４位

男子 Ａ級 入谷　･和田
6  (木曜テニスクラブ)

Ｂ級 栗栖　･楳林　 宮本 ･今井
15 (FTOTC) (シャープTC)

Ｃ級 町支　･白井　 福田　･住田
11  (No Limits) (No Limits)

Ｄ級 廣瀬　･正木
5 (FUTURE-ONE東広島･Team ふしちょー)

女子 Ａ級 亀岡　･河野　
4  (アシニスクラブ)

Ｂ級 河本　･千田 若元　･小林
12 (Teamふしちょー ･やすいそ庭球部) (やすいそ庭球部･西条ﾛｲﾔﾙTC)

Ｃ級 中の　･神野
6 (Teamふしちょー ･HAKUWA TS)

Ｄ級 近藤　･中村
5 (No Limits)

女
子

令和3年2月14日（日）

男
子

Ｃブロック

Ｃブロック

Ｃブロック

Ｃブロック


