
２０２２年度東広島市テニス協会大会入賞者

：２０２３年度より上位クラスへ昇級

（オープン参加の場合も２０２３年度大会より上位級でお願いします。）

：２０２３年度昇級なし（２０２２年度に２回優勝でA級に昇級）

1)第33回グリーンテニス大会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）　 令和４年４月１０日（日）

男／女 クラス 優勝 準優勝

男子 Ａ級 大内　･中村 入谷　･和田

9 (やすいそ庭球部) (木曜テニスクラブ)

Ｂ級 梅津　･小畠 大成・大内

14  (木曜テニスクラブ)  (Hibridテニススクール)

Ｃ級 高杢　･舛田　 岸野　･松本

12 (TMST) (高美が丘TC)

Ｄ級 石井　･石井　

3 (西条ﾛｲﾔﾙTC)

女子 Ａ級 上本　･岡本 村上　･大坂　

13 (やすいそ庭球部・SINCE34) (やすいそ庭球部･西条ﾛｲﾔﾙTC)

Ｂ級 一木　･柴田 国本・吉田

16 (Copain'ず) （やすいそ庭球部）

Ｃ級 原田　･住吉　

5  (アシニスクラブ･No Limits)

Ｄ級 有働　･森岡　

5  (やすいそ庭球部)

2)第22回夏季シングルス大会 令和４年５月７日（土）・１４日（土）
男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 コンソレ優勝

男子 Ａ級 北川　和也 松尾  直樹
15 (Teamふしちょー) (Since34)

Ｂ級 木原　知晃 梅津　貴
15 (MTY) (木曜テニスクラブ)

Ｃ級 広瀬　慶明 福田　義浩 山本　貴史
19 (Hibridテニススクール) (No Limits) (No Limits)

Ｄ級 望月　主税 白神　浩二
13 (個人会員) (MTY)

ベテランAB級 前田　真吾
6 (木曜テニスクラブ)

ベテランCD級 小平　豊
4 (マツダ)

小学生 瀧山　直 江島　直紀 大屋　海翔 鮎川　瑞生
18 (やすいそ庭球部) (上本TS) (T-step) (Hibridテニススクール)

中学生 鮎川　拓生
4 (Hibridテニススクール)

女子 Ａ級 西久保　絵里
4 (LAVATTZ)

Ｂ級 高橋　陽子 千田 智恵子
8 (チームCHIHARU) (やすいそ庭球部)

Ｃ級 高下　理恵
5 (NBテニスガーデン)

Ｄ級 和田　典子
4 (ATC)

小学生 大森　唯愛
5 (NBテニスガーデン)

3)第９回エキヒロ杯チーム対抗テニス大会　 令和４年６月１２日（日）

男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位

男子 AB級

12

CD級

6

女子 AB級

7

CD級

3

Since34 A TeamふしちょーA らびっと

ちむちむどんどん やすいそ

らびっと どんぐりボン軍

やすいそ

１回 優勝

１回準優勝

１回優勝



4)第３４回東広島テニス選手権大会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 令和４年７月１８日（月・祝）

男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位

男子 Ａ級 上本　･平野 大内　･中村 山本　･阿比留

19 (やすいそ庭球部･Since34) (やすいそ庭球部) (Since34)

Ｂ級 平原　･　浴 中江　･杉村 ※浴さんは22年度はC級登録

15 (広島文化学園大学) (MY PACE)

Ｃ級 福田　･山根 山際　･横井

9 (No Limits･個人会員) (BSTC)

Ｄ級 宮本　･猪野

7 (近大工学部)

女子 Ａ級 采原　･河野

6 (pon's･アシニスクラブ)

Ｂ級 千田 ･河本 山本　･平田 藤江　･藤川

19 やすいそ庭球部･Team ふしちょー) (pon's) (アシニスクラブ･西条ﾛｲﾔﾙTC)

Ｃ級 岡本　･成田 福本　･平田　

8 (やすいそ庭球部) (西条ﾛｲﾔﾙTC･FUTURE-ONE東広島)

D級 古屋　･廣瀬

7 (やすいそ庭球部)

5)第9回東広島市長杯車いす大会（シングルス、ダブルス）　中止　令和4年8月21日

6）第17回東広島小学生大会（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 令和4年9月11日（日)

男／女 クラス 優勝 準優勝 コンソレ優勝

男子 オープン 加藤　央悠 林　映多 中西　敦也

8 (NBテニスガーデン) (Hibridテニススクール) (Hibridテニススクール)

４年生以下 沖　冴功斗 中西　順也 永木　里樹

10 (みなみ坂TS) (Hibridテニススクール) (みなみ坂TS)

女子 オープン 平尾　茉理奈 東奥　美菜

7 (Hibridテニススクール) (西条ロイヤルテニスクラブ)

４年生以下 津山　璃唯

3 (NBテニスガーデン)

7)第22回佐々木杯（ダブルス） 令和4年 10月2日（日）
男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位

男子 Ａ級 松村　･猿田　 才野　･阿比留 大内　･中村

18 (木曜テニスクラブ) (木曜テニスクラブ･Since34)  (やすいそ庭球部)

Ｂ級 小林　･岡崎　 栗栖　･神中 東谷 ･　秋

18 (HAKUWA TS･TEAM YOJI) (FTOTC) (Team ふしちょー)

Ｃ級 山際　･馬木 岸野　･山内

14 (BSTC)  (高美が丘TC)

Ｄ級 片廣　･荒木 坂　･山地

15 (Senoリバー) (BSTC)

女子 Ａ級 岡本　･上本

7 (Since34･やすいそ庭球部)

Ｂ級 藤江　･藤川 荒木　･坂根　

16 (アシニスクラブ･西条ﾛｲﾔﾙTC)  (やすいそ庭球部)

Ｃ級 丸山　･弓井 成田　･岡本

10  (やすいそ庭球部)  (やすいそ庭球部)

Ｄ級 鈴木　･景山 佐々木･濱田

9 (ITC)  (やすいそ庭球部)

8)第41回教育長杯（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 令和4年11月5日（土）・6日（日）
男／女 クラス 優勝 準優勝 ３位 コンソレ優勝

男子 Ａ級 広瀬　智章 北川　和也 　東　武志
20 (Hibridテニススクール) (Teamふしちょー) (木曜テニスクラブ)

Ｂ級 弓井　柊二 　林　佑太郎 山本　輝
23 (やすいそ庭球部) (木曜テニスクラブ) (やすいそ庭球部)

Ｃ級 山本　貴史 杉村　僚介 福田　義浩
17 (No Limits) (MY PACE) (No Limits)

Ｄ級 木村　一雅 新谷　遥斗 　戎　哲司
17 (西条ﾛｲﾔﾙTC) (近大工学部) (近大工学部)

ベテランAB級 今井　英二
7 (マツダ)

ベテランCD級 新宅　和彦 梶田　慎司
10 (FTOTC) (個人会員(ケセラセラ))

小学生 林　映多 中西　敦也 瀬尾　康成
10 (Hibridテニススクール) (Hibridテニススクール) (Hibridテニススクール)

中学生 鮎川　拓生
4 (Hibridテニススクール)

女子 Ａ級 竹堂　杏 西久保　絵里
5 (Hibridテニススクール) (らびっと)

Ｂ級 竹本 智恵子
4 (やすいそ庭球部)

Ｃ級 佐々木　彩純美 弓井　真由美
11 (やすいそ庭球部) (やすいそ庭球部)

Ｄ級 有働　玲奈 行武　美奈子
10 (やすいそ庭球部) (FTOTC)

小学生 重信　弥花
4 (Hibridテニススクール)

中学生 山本　優心
3 (フリー)



9)第25回ミックスダブルス大会  令和4年12月4日（日）

クラス 優勝 準優勝 ３位

ﾐｯｸｽＡ級 高橋　･春貝地

7 (MY PACE)

ﾐｯｸｽＢ級 山田　･光森　 小倉　･坂上　

11  (IMC･アシニスクラブ) (GRANDE)

ﾐｯｸｽＣ級 志水　･志水　 江口　･弓井　 小杉　･別所　

24  (ZONE)  (シャープTC･やすいそ庭球部)  (MTY･ITC)

ﾐｯｸｽＤ級 蔵森　･景山　 藤原　･國光　

12 (ITC) (みなみ坂T.S)

10)第19回東広島市長杯１００歳大会  令和5年1月15日（日）

クラス 優勝 準優勝

120男ＡB級 渡辺　･岡平

3  (ネクサスTC)

120男CD級 寺尾 ･山本 

6 (高美が丘TC)

100男AB級 河野　･中下　

5 (Since34･ラフ＆ラフ)

100男CD級 馬木　･山際　

3 (BSTC)

80男ＡB級 武田　･平野

6  (Since34)

80男CD級 金子　･阪田

7  (Early Bird)

120女ＡB級 一木　･柴田　

3 (Copain'ず)

100女ＡB級 加藤　･宮﨑　 采原　･久保　

12   (西条ロイヤルTC)  (pon's)

100女CD級 住吉　･角舎 　奥　･村地　

11 (No Limits)   (Hibridテニススクール)

80女AB級 山根　･上本　

7  (たんぽぽ･やすいそ庭球部)

80女CD級 青木　･青柳　

4  (ATC)

11)第15回東広島中高生テニス大会 令和5年2月12日（日)

男／女 クラス 優勝 準優勝 第３位 コンソレ優勝

男子 中学1年 沖田　太陽 山田　悠世 前川　崇琉 田中　太誠

18 (やすいそ庭球部) (やすいそ庭球部) (FUTURE-ONE東広島) (武田中学校)

中学2･3年 酒井　唯至 品川　達哉 山田　悠平 熊谷　光真

20 (広島学院中学校) (広島学院中学校) (Tension) (NBテニスガーデン)

高校 弓井　柊二 松岡　洸希 前川　琉椰

10 (やすいそ庭球部) (やすいそ庭球部) (FUTURE-ONE東広島)

高校ダブルス 松岡・弓井

4 (やすいそ庭球部)

女子 中学1年 福岡　姫奈 山本　梨乃 行武　涼帆

11 (Tension) (T-Step) (PROGRESS)

中学2･3年 谷本　葵

4 (やすいそ庭球部)

高校 眞鍋　結衣

3 (NBテニスガーデン)

12)第41回市民テニス大会（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 令和5年3月5日（日）

男／女 クラス 優勝 準優勝

男子 Ａ級 大内・中村

7 (やすいそ庭球部)

Ｂ級 前田・佐々木 福田・山根　

15 (木曜テニスクラブ・No Limits) (No Limits・個人会員)

Ｃ級 平瀬・上柳 寺尾・山本

9 (ITC) (高美が丘TC)

Ｄ級 清水・冨田

7 (TMST)

女子 Ａ級 西久保・上本

5 (らびっと・やすいそ庭球部)

Ｂ級 永田・鮎川 伊藤・住田 ※鮎川さんは22年度はC級登録

11 (マツダ) (HAKUWA TS)

Ｃ級 伯野・三宅 住吉・角舎

10 (やすいそ庭球部) (No Limits)

Ｄ級 鈴木・景山

7 (ITC)

Ｃブロック
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Ｃブロック

Ｃブロック


