
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 優勝

Ｄ 優勝、準優勝 優勝

壮年ＡＢ 優勝 －

壮年ＣＤ 優勝 －

Ａ 優勝 －

Ｂ 優勝、準優勝 優勝

Ｃ 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２０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２０回夏季シングルス大会（男Ａ級）

5135 (1)森永雄一朗

(個人会員)

    Bye

214 (2)　角　隆文 　　　８ー２

(シャープTC) 　角　隆文

1327 (3)大屋　大祐 　　　Ｗ.O

(FUTURE-ONE東広島) 　関矢寛史

(4)関矢　寛史 　　　　８ー２

(Team ふしちょー) 　関矢寛史

    Bye

　関矢寛史

1823 (5)市川　直樹 　　　８ー２

(Since34) 　權藤　潤

4742 (6)權藤　潤 　　　８ー６

(広大硬式庭球部)

(7)梶川　聖織

(Since34) 　梶川聖織

2601 (8)戸光　翼 　　　８ー３

(ぱこぉ～ん) 　梶川聖織

    Bye 　　　８ー４

1344 (9)大下　遼

(FUTURE-ONE東広島) 　梶川聖織

211 (10)斉藤　桂 　　　８ー６

(シャープTC) 　斉藤　桂

4802 (11)田坂　一馬 　　　Ｗ.O

(広島文化学園大学) 　崔　龍範

    Bye 　　　８ー２

102 (12)　崔　龍範

(Team ふしちょー)

［シード順位］ (1)、(12)、(4)、(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】
※マスク着用者は試合前の挨拶の時はマスクを外すこと！
※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！

　森永雄一郎

　関矢寛史
　　　８ー１

優　勝

準優勝



第２０回夏季シングルス大会（男子Ｂ級）

901 (1)引頭　龍司

(新川センサテクノロジ)

    Bye

    Bye

(2)木原　知晃

(チームMTY)

4804 (3)大下　敦大 　　　　　　　８ー５

(広島文化学園大学)

    Bye

    Bye
　　　　　　９ー７

2848 (4)小林　正岳

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ)

320 (5)船本　直希 　　　　　　８ー４

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

    Bye
          　  ８ー４

206 (6)西元  和行

(シャープTC)

(7)木戸　佑輔 　　　　　　　８ー３

(チームMTY)

    Bye

    Bye

4249 (8)押川　秀俊

(やすいそ庭球部) 　　　小村　健人

1515 (9)川野　晃寛 　　　　　８ー５

(BSTC)

    Bye

    Bye

(10)小村　健人

(個人会員)

216 (11)平川  浩二 　　　　　　　８ー３

(シャープTC)

1038 (12)三浦　正裕

(チームMTY)

    Bye
　　　　　　８ー６

2003 (13)入口　千春

(Ｍ.Ｔ.Ｃ)

4803 (14)佐藤　優 　　　　　　８ー２

(広島文化学園大学)

    Bye

    Bye
　　　　　　９ー７

1012 (15)高橋　洋輔

(チームMTY)

2602 (16)大成　雅也 　　　　　　　８ー２

(ぱこぉ～ん)

    Bye

    Bye
　　　　　　８ー６

３位決定戦 (2)木原　知晃

207 (17)宮本  健 (2)木原　知晃

(シャープTC) 　　　　９ー７

(15)高橋　洋輔

［シード順位］(1)、(17)、(5)、(13)
【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！

３　位

準優勝

優　勝

　　　　小村　健人

　　　　　高橋　洋輔

　　　　　　高橋　洋輔

　　　　木戸　佑輔

　　　　　宮本　健

　　　　平川　浩二
　　　　　　　　８ー１

　　　　　平川　浩二

　　　　　４ー１　RET

　　　　　木戸　佑輔

　　　　小村　健人
　　　　　　８ー５

　　　　　小村　健人

　　　　木原　知晃

　　　　　木原　知晃

　　　　　　８ー４

　　　　　大下　敦大

　　　　　船本　直希

　　　　木戸　佑輔



第２０回夏季シングルス大会（男子Ｃ級）

1032 (1)正木  祥人

(チームMTY) 　正木祥人

4250 (2)竹村　太士 　　８ー５

(やすいそ庭球部) 　正木祥人

5224 (3)高田　寛司 　　８ー３

(個人会員) 　高田寛司

1003 (4)後藤　正宏 　　８ー４

(チームMTY) 　日高睦実

(5)日高　睦実 　５ー１　RET

(ﾒﾃﾞｨｯｸｽ) 　日高睦実

1005 (6)広兼　祐介 　　９－７

(チームMTY) 　日高睦実

4221 (7)中条　正弘 　　８ー４

(やすいそ庭球部) 　三山和司

1049 (8)三山　和司 　　８ー６

(チームMTY)

(9)米田　正行

(やすいそ庭球部) 　米田正行

1037 (10)岡田　圭史 　　８ー２

(チームMTY) 　米田正行

1926 (11)　乾　正男 　　８ー２

(マツダ) 　乾　正男

547 (12)大内　一弘 　　８ー６

(高美が丘TC) 　米田正行

1002 (13)渕上　修平 　　８ー２

(チームMTY) 　松永淳平

902 (14)松永　淳平 　　８ー５

(新川センサテクノロジ) 　松永淳平

1043 (15)小山　邦明 　　８ー４

(チームMTY) 　小山邦明

1717 (16)桑田幸志朗 　　８ー２

(アシニスクラブ)

［シード順位］ (1)、(16)、(12)、(5)

【試合進行状況によっては受付時間（タイムスケジュールの２０分前）に試合を開始します】

　日高睦実
８ー６

　優　勝

　準優勝



第２０回夏季シングルス大会（男子Ｄ級）

(1)雲田　光直

(やすいそ庭球部)

    Bye

　雲田光直

227 (2)加藤　翔 　　８ー０

(シャープTC) 　白神浩二

1014 (3)白神　浩二 　　８ー１

(チームMTY) 　雲田光直

118 (4)上野　勝 　　　８ー１

(Team ふしちょー) 　上野　勝

904 (5)山田　純一 　　８ー１

(新川センサテクノロジ) 　上野　勝

1201 (6)岩本　伸一朗 　　８ー０

(アイシャドウズ)

1516 (7)三好　克久 　　Ｗ.Ｏ

(BSTC)

4325 (8)弓井　柊二

(やすいそ庭球部) 　小村瑛紀

5225 (9)小村　瑛紀 　　８ー４

(個人会員) 　小村瑛紀

1513 (10) 坂　裕文 　　８ー１

(BSTC) 　坂　裕文

226 (11)宮下　真次 　　８ー０

(シャープTC) 　渡辺咲玖

(12)渡辺　咲玖 　　　８ー４

　渡辺咲玖

1307 (13)今井　祥二 　　８ー１

(FUTURE-ONE東広島) 　渡辺咲玖

1015 (14)稲葉　龍生 　　８ー１

(チームMTY) 　木村一雅

438 (15)木村　一雅 　　８ー０

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

［シード順位］ (1)、(15)

【試合進行状況によっては受付時間に試合を開始します】

　　　(個人会員(NBテニスガーデン))

　岩本伸一朗

　渡辺咲玖
　　　８ー１

準優勝

優　勝



第２０回夏季シングルス大会（壮年ＡＢ級）

(1)高杉　和正

(個人会員)

    Bye

　高杉和正

440 (2)野田 隆司 　　８ー３

(西条ﾛｲﾔﾙTC) 　水落洋行

1919 (3)水落　洋行 　　８ー４

(マツダ) 　高杉和正

1305 (4)浜崎　孝 　　　８ー３

(FUTURE-ONE東広島) 　浜崎　孝

1902 (5)寺北　康志 　　９ー８(3)

(マツダ) 　浜崎　孝

419 (6)浅倉  徹 　　９ー７

(西条ﾛｲﾔﾙTC) 　栃原克廣

203 (7)栃原 克廣 　　９ー７

(シャープTC)

［シード順位］ (1)
【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！

２日目(５月１２日)

優　勝



第１９回夏季シングルス大会（壮年ＣＤ級）　

202 (1)西田　秀生

(シャープTC)

    Bye

　中村克明

1343 (2)中村　克明 　　８ー２

(FUTURE-ONE東広島) 　中村克明

110 (3)　秋　庸裕 　　８ー５

(Team ふしちょー) 　岸野慎二

1306 (4)田中　資記 　　　８ー６

(FUTURE-ONE東広島) 　岸野慎二

(5)岸野　慎二 　　８ー１

(高美が丘TC) 　岸野慎二

115 (6)池口　理也 　　９ー７

(Team ふしちょー) 　梶田慎司

5205 (7)梶田　慎司 　　Ｗ.Ｏ

(個人会員(ケセラセラ))

［シード順位］ (1)、(7)
【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！

２日目(５月１２日)

優　勝



第２０回夏季シングルス大会（女Ａ級）
２日目（５月１２日）

(1) (2) (3) (4) (5)

優勝 (1)浜崎　佳代

(FUTURE-ONE東広島)

4851 (2)麻木　美南

(広島文化学園大学)

9726 (3)水戸　雅子

(竹原OSTC)

1962 (4)竹歳　彩子

(マツダ)

9903 (5)神原　佐智子

(アキラITC)

［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。
※５組リーグの場合はドロー順に試合を行います。
※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！

０ー６ ０ー６ １ー６ ２ー６

０ー６

３ー６ ２ー６ ６ー２

７ー６(10) ６ー３ ６ー１ ６ー０

６ー７(12) ６ー２ ６ー０ ６ー０

６ー１

１ー６ ２ー６ ６ー２



第２０回夏季シングルス大会（女子Ｂ級）

(1)松元さゆり

(西条ﾛｲﾔﾙTC) 　松元さゆり

1953 (2)森川　奈美 　　８ー０

(マツダ) 　松元さゆり

2365 (3)伊藤加代子 　　　８ー３

(HAKUWA TS)

151 (4)河本　香織 　　８ー５

(Team ふしちょー) 　松元さゆり

9902 (5)原田　志穂 　　　９ー７

(SIZE) 　吉田由香

356 (6)吉田　由香 　　Ｗ.Ｏ

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

1959 (7)谷村さやか 　　　８ー１

(マツダ)

(8)千田智恵子 　　８ー３

(やすいそ庭球部)

［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！

　伊藤加代子

　千田智恵子

　千田智恵子

優　勝

準優勝



第２０回夏季シングルス大会（女子Ｃ級）

2376 (1)神野　文香

(HAKUWA TS)

    Bye

370 (2)村上　昌子 　　８ー５

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

　　Ｗ.Ｏ

(やすいそ庭球部)

1370 (4)平田　千秋 　　　９ー７

(FUTURE-ONE東広島) 　鮎川有希

1967 (5)鮎川　有希 　　８ー１

(マツダ) 　鮎川有希

4274 (6)市井　三喜 　　８ー２

(やすいそ庭球部)

2363
　　８ー６

(HAKUWA TS)

［シード順位］ (1)、(7)
【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！

(3)川久保　芽生

(7)住田　亜希子

優　勝
　川久保芽生

　川久保芽生

　住田亜希子

　川久保芽生



第２０回夏季シングルス大会（女子Ｄ級）

9704 (1)和田　典子

(安浦A&N)

    Bye

    Bye

4073 (2)田中　美千代

(SPEC)

1363 (3)中の　三弥子 　　　　　　　８ー２

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

    Bye

(4)岡本　純子

(やすいそ庭球部) 　　　　岡本純子

376 (5)福本　さお里 　　　　　　８ー６

(西条ﾛｲﾔﾙTC)

    Bye

1378 (6)郷坪　千佳子

(FUTURE-ONE東広島)

(7)藤井　葉子

(みなみ坂T.S)

1357 (8)木本　優子
　　　　　　　　８ー０

(FUTURE-ONE東広島)

    Bye

    Bye

4378 (9)佐藤　彩夏

(やすいそ庭球部)

［シード順位］(1)

【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！

　　　　　　佐藤彩夏
　　　　　　４ー０　RET

　　　　　田中美千代
　　　　　　　８ー２

　　　　　岡本純子
　　　　　　　８ー３

　　　　　岡本純子

　　　　　藤井葉子

優　勝

準優勝 　　　　　　　８ー２

　　　　　藤井葉子
　　　　　　　８ー４

　　　　　　藤井葉子


