
<1> 主　　　催 ：広　島 県　テ　ニ　ス 協 会
主　　　管 ：広　島 市　テ　ニ　ス 協 会

<2> 後　 　援 ：広島県　広島県教育委員会 （財）広島県体育協会
：広島市               　           （財）広島市スポ－ツ協会

<3> 協　　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ ス ポ －　ツ

<4> 開催期日 ：2006年11月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）

<5> 会　　　場 ：広島広域公園テニスコ－ト（ハ－ドコ－ト/室内コ－トも使用します。）

<6> 参加資格 ：広島県テニス協会登録者（県協会に加盟する団体への登録者）

<7> 種　　　目 ：一般男子・一般女子　/ シングルス・ダブルス

<8> 公　　　認 ：本大会は『ＪＴＡ公認ト－ナメント』につき、ＪＯＰ対象大会です。（Ｊ1大会グレード20）

<9> ｼ-ﾄﾞ・ﾄﾞﾛ- ：ＪＯＰﾗﾝｷﾝｸﾞ（06・9・30現在）により、大会実行委員会にて決定されました。

<10> 試合方法 ：ト－ナメント方式　（8ゲ－ムズプロセット・8-8後タイブレ－ク）

<11> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2006｣によります。

<12> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック2006｣によります。

<13> 審　　　判 ：セルフジャッジ

<14> 使　用　球 ：ダンロップ『FORT』

<15> 委　　　員 ：大会実行委員長　　　　　　… 高橋 由啓
：ト－ナメント・デｲレクタ－　… 中田 芳雄
：ト－ナメント・レフェリ- 　   …  安部 純代
：アシスタント・レフェリ- 　   …  新井 美乃

<16> 日　　　程 ：ドロ－にありますタイムスケジュ－ルによります。
：タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<17> その他 ａ．本ト－ナメントは、すべてのプレ－ヤ-を公平に扱います。
ｂ．本要項は、天候等やむをえない事情により変更されることがあります。
ｃ．ベスト４以上の方を表彰いたします。
ｄ．競技中の怪我等につきましては、応急処置は取りますが、責任は
 　 負いかねます。

　
<18> 注意事項 ①タイムスケジュ－ルの20分前までに、試合の出来る状態にて、出席を

　 届けてください。
②選手は　｢ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｐｌａｙ｣　に従ってコ－トに入り、速やかに試合を
　 始めてください。
③ドロ－番号の若い人がボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者が結果報告・ボ－ル返却願います。
④ウオ－ムアップはサ－ビス4本のみとします。

<19>   090-7379-6197 （大会期間中のみ連絡ができます。）

ＮＯ．　１ 　〔広島県テニス協会 大会運営委員会〕

第　7 2　回　　県　知　事　杯　広　島　県　テ　ニ　ス　選　手　権　大　会

【　開　催　（実施）　要　項　】
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　　※　このタイムスケジュ－ルはオ－ダ－オブプレイに相当するものです。

　　※　このタイムスケジュ－ルに15分以上遅れた場合は、ＮＯ-ＳＨＯＷと見なされる場合があります。

 Aブロック1R         9：00  4R           9：00  SF        　9：00
 Bブロック1R　　　 　9：30  QF   Followed by  F   Followed by
 2R                   10：40
 3R   Followed by

 1R          9：00 3R          9：00  SF        　9：00
 2R          9：30 QF   Followed by  F   Followed by

 1R        10：40 QF        9：00   F        　9：00
 2R          11：30 SF   Followed by
 3R   Followed by

 １．2R        11：30 QF        9：00   F        　9：00
 3R   Followed by SF   Followed by

ＮＯ．　２

男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

11月26日（日）

第4日目

11月18日（土）

第１日目

11月19日（日）

第2日目

11月25日（土）

第3日目

大　会　日　程（タイムスケジュ－ル）

女子ダブルス
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ＮＯ．　３

【女子シングルス】

【男子ダブルス】

【女子ダブルス】

【男子シングルス】

　第72回　県知事杯　広島県テニス選手権大会　結果　

（　ベスト　4　以上　）
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新谷　博文（呉市役所）

岡田　宜之（JFEｽﾁｰﾙ）

徳永　章（広島ｳェﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校）

鶴田　剛士（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ）

田中　重喜（MDｸﾗﾌﾞ）

小田　友和（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

菅原　高迅（ZONE）

藤末　 誠　（中国電力TC）

 乾　　政隆（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

平川　隆一（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

中川　栄一（ｱｽﾄﾛﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

関矢　寛史（広大硬式庭球部）

森田　祐紀（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

笹原　大樹（広島修道大学）

井上　毅彦（しまなみ信金）

徳永　秀幸（やすいそ庭球部）

光原　堅壮（五日市TC）

火之迫　智範（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

濱田　信孝（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

村野　 修　（ながれもの）

柳部　憲佑（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ）

木村　俊彦（広大硬式庭球部）

山口　達也（Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

佐々木　剛 （Double Fault）

稲光　陽介（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

 南　　一郎（CBTC）

遠藤　武憲（J’sons）

角南　拓磨（東広島市ﾃﾆｽ協会）

鳥谷　幸司（ﾁｰﾑ・ﾙｰﾃﾞﾝｽ）

武田　淳吾（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

増尾　憲治（T-Step）

岡本　貴心（せとだくらぶ）

久保川　勝幸（三原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

田部　英樹（ながれもの）

藤川　延昭（fun）

村本　朝彦（ﾁｰﾑTK）

山先　晃貴（英数学館高等学校）

政田　 明　（西川化成TC）

吉村　拓也（JFEｽﾁｰﾙ）

神野　良太（ﾁｰﾑ・ﾙｰﾃﾞﾝｽ）

毛利　康人（fun）

阿比留　琢磨（ZONE）

髙橋　昌之（fun）

三池　 徹　（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

黒田　裕太（ZONE）

角本　泰治（J’sons）

保本　 浩　（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

大嶋　幸平（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

矢野　翔治朗（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

元宗　浩輝（Tension）

森永　雄一朗（ﾁｰﾑぢっぷす）

酒井　哲也（A-TEAM）

山口　高史（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

更家　直広（英数学館高等学校）

加茂尾　栄一（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

金尾　敏弘（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

青山　 裕　（J’sons）

金井　 洋　（ながれもの）

井上　貞幸（JFEｽﾁｰﾙ）

渡辺　修宏（ながれもの）

河野　友志（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ）

【　男子シングルス　　　Ａブロック　】

ｂｙｅ
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徳永　康宏（ながれもの）

奥田　 努　（広大硬式庭球部）

山口　泰弘（杉山ｽﾎﾟｰﾂ）

川本　隼平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

上野　智明（NTTﾄﾞｺﾓ中国）

土屋　光正（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

藤岡　光輝（上本TS）

平賀　 肇　（東広島市ﾃﾆｽ協会）

前峠　秀樹（UP.Set)

清水　隆浩（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

義永　博美（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC）

沖根　啓介（あまんじゃく50）

武田　 俊　（Chupa☆Chaps）

岡崎　 亮　（Chupa☆Chaps）　

渡辺　拓也（近畿大学附属福山学校）

小河　 誠　（広島ｶﾞｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

大中　拓也（ｼﾞｬﾑｷﾁ）

安富　綾平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

行里　和磨（㈱ｴﾌﾋﾟｺﾃﾆｽ部）

石原　慎士（やすいそ庭球部）

西本　知生（Edge）

今井　英二（A-TEAM）

中川　祐介（JFEｽﾁｰﾙ）

小笹　康宏（TOP）

平井　利和（JFEｽﾁｰﾙ）

前川　和宣（Tension）

坂根　圭祐（みなみ坂）

中田　浩一（広島修道大学）

加藤　 修　（ｼﾘｳｽ）

松尾　直樹（ながれもの）

平岡　耕太（広大硬式庭球部）

岩根　徳明（五日市TC）

佐々木　真一（ﾁｰﾑぢっぷす）

田中　 寧　（Chupa☆Chaps）

植本　一真（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

城下　智彦（fun）

石橋　正秀（広島ｶﾞｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

稲田　英樹（広島修道大学）

保上　政輝（ぱこぉ～ん）

都築　 学　（T-Step）

宮本　和典（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

平原　良洋（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

小川　朋一（fun）

正木　啓太（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

瀧口　公照（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

 林　　武男（中国電力TC）

武田　将孝（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

板垣　洋一（ﾁｰﾑT.K）

酒井　孝治（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

青木　繁幸（ｱｼﾆｽ）

中西　 登　（やすいそ庭球部）

築城　浩巳（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

吉木　慎平（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

吉永　一生（五日市TC）

大島　 薫　（YSY）

渡部　隆一（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

戸田　良二（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC）

吉崎　浩一（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

三好　修平（上本TS）

吉貞　雅生（HWTC）

梶下　怜紀（Tension）

中川　恒雄（JFEｽﾁｰﾙ）

永田　和也（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

【　男子シングルス　　Ｂブロック　】



第72回　県知事杯　広島県テニス選手権大会

1 33

2 34

3 35

4 36

5 37

6 38

7 39

8 加藤　浩子（やすいそ庭球部） 40
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勝武　美樹（P-FORCE）

 林　　江里香（広島修道大学）

 岡　　千秀（T-ﾌﾚﾝｽﾞ）

bye

bye

bye

村上　まゆ（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ)

朝来　恵子（やすいそ庭球部）

縄手　文美（楽々園G.T.C）

bye

bye

山本　千絵美（Tension）

藤田　聡美（やすいそ庭球部）

眞田　美樹（福山市職労硬式ﾃﾆｽ部）

名越　円香（Tension）

清水　和子（ｳﾞｫﾚT.C）

竹嶋　久美（楽々園G.T.C）

森岡　寿恵（Tension）

平野　美穂子（P-FORCE）

bye

上原　典子（やすいそ庭球部）

岡田　直美（中国電力TC）

三池　美紀栄（ｱｼﾆｽ）

木村　知代（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

西江　宏美（P-FORCE）

野口　博子（ｱｷﾗITC）

吉貞　奈穂子（やすいそ庭球部）

池見　廣枝（GSH） 小田　 歩　（MK塾）

藤井　陽子（fun）

【　女子シングルス　】

bye

梅村　久美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

宮本　絵梨香（中国電力TC）

長谷井　時代（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

有田　和江（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

bye

田中　晃代（ﾙﾈｻﾝｽ広島）

bye

上竹　初枝（みなみ坂）

増田　清香（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ)

石原　芽久美（Tension）

藤原　加恵（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

山根　月美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

藤岡　佳子（上本TS）

本多　里美（やすいそ庭球部）

倉本　佳代（CBTC）

竹林　里江子（ｳﾞｫﾚ）

桧山　稚子（ｱｼﾆｽ）

川﨑　寿美（fun）

神宝　淳子（P-FORCE）

bye

bye

佐藤　 舞　（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

中村　理恵（みなみ坂）

大成　紀子（UP.Set)

bye

桑原　ゆかり（Tension）

西久保　絵里（ZONE）

磯村　ひとみ（中国企業㈱）

佐田　紀子（広大硬式庭球部）

 楠　　恵弥（Tension）

安部　恵子（みなみ坂）

bye
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瀧口　公照（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

 南　　一郎（CBTC）

平岡　耕太（広大硬式庭球部）
17

岡田　恭典（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

吉崎　浩一（医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

湯浅　章弘（広島工業大学）

平原　良洋（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

上野　恵太（HCU）

安富　綾平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

西村　正尭（HCU）

中山　良昌（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

松尾　直樹（ながれもの）

ｂｙｅ ｂｙｅ

28

渡辺　修宏（ながれもの）

石嵜　和孝（ｼﾞｬﾑｷﾁ）

29

26 ｂｙｅ

19

25

27

仲井　 強　（ﾌｫﾙﾄ）

吉木　慎平（Chupa☆Chaps）

武田　 俊　（Chupa☆Chaps）

柳部　憲佑（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ)

三上　豊紀（CBTC）

河野 友志（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ)

2

酒井　孝治（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

河野　克徳（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

加茂尾　栄一（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

中山　 満　（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

18

23

1

保本　 浩　（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

西本　大亮（ｻﾝﾃﾞｰ）

岩田　 陽　（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

渡部　隆一（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

【　男子ダブルス　Ａブロック　】

8

7

3

4

9

24

20

5

6

21

22

10

11

12

13

14

15

16 32

30

31

高尾　 亨　（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

戸田　良二（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC）

井上　貞幸（JFEｽﾁｰﾙ）

三好　修平（上本TS）

ｂｙｅ

ｂｙｅ

ｂｙｅ

ｂｙｅ

ｂｙｅ

ｂｙｅ

小川　 薫　（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

藤岡　光輝（上本TS）

三上　克則（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

村本　朝彦（ﾁｰﾑTK）

ｂｙｅ

藤末　 誠　（中国電力TC）

松中　義正（中国電力TC）

大中　拓也（ｼﾞｬﾑｷﾁ）

高村　 秀　（Team Advance）

大島　 薫　（YSY）

阿比留　琢磨（ZONE）

川本　隼平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

平井　利和（JFEｽﾁｰﾙ）
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藤川　延昭（fun）

石原　慎士（やすいそ庭球部） 木村　照幸（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ）

木本　裕昭（ｳｲﾌｧﾐﾘｰ)

天野　暢宏（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

増本　祥人（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

稲光　陽介（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

ｂｙｅ

33 49
関矢　寛史（広大硬式庭球部）

前原　資邦（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

金井　 洋　（ながれもの）

福田　朋晃（広島経済大学）

ｂｙｅ

42

41
正木　啓太（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

36

宮本　和典（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

中田　浩一（広島修道大学）

40

38

37

毛利　康人（fun）

39

64

43 59

63

平川　隆一（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

大嶋　幸平（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）
48

篠原　 圭　（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

久保川　勝幸（三原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

54

55ｂｙｅ

51
藤本　典利（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

笹原　大樹（広島修道大学）

山口　達也（Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

53

35

34

【　男子ダブルス　Ｂブロック　】

47

45

62

44 60

46

61

ｂｙｅ

山口　高史（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

50

徳永　章　（広島ｳェﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校）

岩田　法亮（中国電力）

沖村　直人（ながれもの）

52

57

武田　淳吾（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

白石　 勢　（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

火村　耕三（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

58ｂｙｅ

 新　　和正（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

生駒　仁士（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

56

ｂｙｅ

南目　ますみ（みなみ坂）

阿部　直樹（みなみ坂）

金尾　敏弘（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

武田　将孝（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

都築　 学　（T-Step)

菅原　高迅（ZONE）

徳永　康宏（ながれもの）

ｂｙｅ

寺尾　佳雄（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

木村　俊彦（広大硬式庭球部）

村澤　宏樹（広大硬式庭球部）

ｂｙｅ

田中　崇生（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

土屋　光正（ｻｻﾞﾝｸﾛｽ）

ｂｙｅ

井上　毅彦（しまなみ信金）

川﨑　真樹（fun）

城下　智彦（fun）
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1
上原　典子（やすいそ庭球部）

矢川　智恵（美鈴が丘高校）

眞田　美樹(福山市職労硬式ﾃﾆｽ部)

大野　智子（M＆遊）
17

3 19

2 18

4 20
髙橋　陽子（ｱｼﾆｽ）

中本　信枝（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

藤田　綾美（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

朝来　恵子（やすいそ庭球部）

中村　幸子（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

 辻　　美香（やすいそ庭球部）

本多　里美（やすいそ庭球部）

小西　直子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

bye

bye

bye

bye

6 22

中野　幸恵（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

5 21

7 23

8 24

髙橋　理恵（ｱｷﾗITC）

9 25

10 26

宮松　久子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

秋吉　 緑　（Tension）

bye

11 27

12 28

高野　さゆり（やすいそ庭球部）

中島　早苗（やすいそ庭球部）

相田　佐知子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

岡田　良子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

13 29

14 30

戸田　ゆかり（やすいそ庭球部）

菊池　裕子（西条ﾛｲﾔﾙ）

bye

32

15 31

桑原　ゆかり（Tension）

赤井　祐子（ZERO）

bye

16
清水　和子（ｳﾞｫﾚTC）

bye

生駒　久美子（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

石原　芽久美（Tension）

【　女子ダブルス　Aブロック　】

宍戸　理恵（HCU）

西江　宏美（P-FORCE）

神宝　淳子（P-FORCE）

加藤　浩子（やすいそ庭球部）

江渕　敦子（ｱｼﾆｽ）

中木　淳子（Tension）

栃原　玲子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

桧山　稚子（ｱｼﾆｽ）

bye

bye

bye

bye

bye

bye

梅村　久美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）



第72回　県知事杯　広島県テニス選手権大会

　ＮＯ.  10

【　女子ダブルス　Ｂブロック　】

33
碓井　真希子（やすいそ庭球部）

49
佐田　紀子（広大硬式庭球部）

池見　廣枝（GSH） 竹林　里江子（ｳﾞｫﾚTC）

村上　まゆ（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ）

35 51

34 50

久保　淳子（Tension）

岡田　直美（中国電力TC）

37 53

36 52

 林　　江里香（広島修道大学）

藤井　理恵子（やすいそ庭球部）

河村　秀子（やすいそ庭球部）

山本　沙織（安田女子大学）

39 55

38 54

40 56

勝武　美樹（P-FORCE） 倉本　佳代（CBTC）

大成　紀子（UP.Set） 中山　真理（広大硬式庭球部）

三上　祐理子（広大硬式庭球部）
41

木村　知代（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

bye

57

西久保　絵里（ZONE）

42 58 bye

平野　美穂子（P-FORCE） 安部　恵子（みなみ坂）

43 59

45

磯村　ひとみ（中国企業㈱）

三池　美紀栄（ｱｼﾆｽ）

吉貞　奈穂子（やすいそ庭球部）

bye

萩野　美貴（みなみ坂） 湯山　恵麻（ZONE）

bye

61

44 60

上竹　初枝（みなみ坂）

46 62 byebye

48 64

47 63 bye

宮本　絵梨香（中国電力㈱）

bye

安部　純代（T.JOH）

野池　木綿子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

増田　清香（ｵﾑﾆﾃﾚｲﾝ）

bye

bye

bye

bye

国広　順子（楽々園G.T.C）

竹嶋　久美（楽々園G.T.C）

福井　由紀子（T.JOH）

山根　月美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

bye bye

bye




