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　　　　　　　　　　　第　４　回　　広　島　県　ダ　ブ　ル　ス　選　手　権

　　　　（兼第２８回ダンロップ杯テニス大会広島県予選）
　

【　開　催　（実施）　要　項　】

<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 ：　株式会社　ダンロップスポ－ツ
<4> 開催期日 ：　2007年　7月28日(土)・29日(日)・8月4日(土)・5日(日)
<5> 会　場 ：　広島広域公園テニスコ－ト…（ﾊ-ﾄﾞｺ-ﾄ）　

<6> 種　目 ：　男子　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ級・45才以上・55才以上/ダブルス
：　女子　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ級・45才以上/ダブルス

年令基準 45才以上 （1962年12月31日以前生まれ）
55才以上 （1952年12月31日以前生まれ）

昇格基準 Ｂ級優勝者…来年度からＡ級に参加ください。 
Ｃ級ﾍﾞｽﾄ4以上…来年度からＢ級に参加ください。 
Ｄ級ﾍﾞｽﾄ4以上…来年度からＣ級に参加ください。 

<7> 試合方法 ：　ト－ナメント方式にて行います。
：　全ての試合を、8ゲ－ムズプロセット（8-8後ﾀｲﾌﾞﾚ-ｸ）にて行います。

<8> 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）
　　であって、広島県内に在住、もしくは在勤している人。

<9> ドロ- ：　昨年度同大会・県主催大会等を参考に大会実行委員会にて決定されました。
<1０> 使用球 ：　SRIXON
<1１> ル－ル ：　ＪＴＡ｢テニスルールブック2007｣によります。
<1２> 服　装 ：　ＪＴＡ｢テニスルールブック2007｣によります。
<1３> 審　判 ：　セルフジャッジ
<14> 委　員 ：　大会実行委員長 …　高橋　由啓

：　ト－ナメント・デｲレクタ－ …　松本　邦子
：　ト－ナメント・レフェリ－ …　赤井　祐子
： アシスタント・レフェリー …　安部　純代

<15> 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。
⑤タイムスケジュ－ルにより、現地集合を原則とします。

<16> その他 ①本ﾄ-ﾅﾒﾝﾄは、すべてのﾌﾟﾚ-ﾔ－を公平に扱います。
②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。
③男子Ａ・Ｂ・45才以上・55才以上　女子Ａ・45才以上の優勝者は、
 　県代表としてダンロップ杯中国大会に参加していただきます。
　 ただし、中国大会への参加費用は自己負担となります。
④中国大会…期日　10月20日・21日　　場所　山口
⑤試合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。

<17> 特にお願いします。
暑い中、熱中症には特に注意して下さい。日頃の体調管理および試合前日の充分な睡眠、
水分補給に気をつけてください。
暑さ対策（水分補給・待ち時間の休息・首周りの冷却）も充分にお願いします。

<18> 県協会主催の大会はオ－プンコ－トの開放を行っております。
時間・面数は進行状況により判断しますので、ご了承ください。

<19> 連　絡　 ：090-7379-6197（ただし大会期間中のみ連絡ができます。）
　　　　　　【広島県テニス協会・大会運営委員会】
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第4回広島県ダブルス選手権

大　会　日　程（タイムスケジュ－ル）

　　※　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。

<　予備日　＞
第　1　日 第　2　日 第　3　日 第　4　日

7月28日（土） 7月29日（日） 8月4日（土） 8月　5日（日）

男　子　Ａ　級
1R 11:00 F 10:00
2R Followed by
SF Followed by

男　子　Ｂ　級
1R 9:00 QF 9:30
2R 11:30 SF Followed by
3R Followed by F Followed by

男　子　Ｃ　級
1R 10:30 QF 9:30
2R 13:30 SF Followed by
3R Followed by F Followed by

男　子　Ｄ　級
1R 9:00 QF 9:00
2R 9:00 SF Followed by
3R Followed by F Followed by
4R Followed by

女　子　Ａ　級
1R 11:00 F 10:00
2R 13:00
SF Followed by

女　子　Ｂ　級
1R 9:00 QF 9:30
2R 12:30 SF Followed by
3R Followed by F Followed by

女　子　Ｃ　級
1R 10:00 QF 9:30
2R 13:00 SF Followed by
3R Followed by F Followed by

女　子　Ｄ　級
1R 9:00 QF 9:00
2R 9:30 SF Followed by
3R Followed by F Followed by
4R Followed by

男　子　45　才
1R 12:00 F 10:00
2R 13:00
SF Followed by

男　子　55　才
1R 9:00
2R 10:00
F Followed by

女　子　45　才
1R 9:00
2R 10:00
F Followed by
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　45才以上 】

1
西田　雄二（造幣局広島支局）

9
中本　裕隆（ﾁｰﾑTK)

佐々木　俊雄（造幣局広島支局） 盛川　晋吾（ﾁｰﾑTK)

2 　　　　ＢＹＥ 10 　　　　ＢＹＥ

3
ニ川　清（賀茂ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

11 　　　　ＢＹＥ
寺尾　佳雄（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

4
林　淳二（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

12
新田　時男（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

石津　則昭（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 森下　晋吉（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

5
高本　明（TeamADVANCE）

13
川井　信太郎（ﾁｰﾑTK)

中川　勝範（TeamADVANCE) 山崎　実（ﾁｰﾑTK)

6 　　　　ＢＹＥ 14
青木　雅治（五日市ＬＴＣ)

広本　宣彦（やすいそ庭球部）

7 　　　　ＢＹＥ 15 　　　　ＢＹＥ

8
松本　正雄（ｻﾝﾃﾞｰTC）

16
岡本　和雄（アキラＩＴＣ）

下川　寿春（ｻﾝﾃﾞｰTC） 高原　豊明（A-TEAM)
シード　１．西田・佐々木　　２．岡本・高原

【　女子ダブルス　45才以上 】

1
江藤　末子（やすいそ庭球部）

5
後藤　まり子（ｱｼﾆｽ)

宮松　久子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 越智 典子(広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

2 　　　　ＢＹＥ 6
碓井　真希子（やすいそ庭球部）

池見　廣枝（GSH)

3
丸岡　美記恵（ＴｅａｍＡＤＶＡＮＣＥ）

7
中川　まみ（やすいそ庭球部）

桂木　優子（Tension) 原田　京子（やすいそ庭球部）

4
伊原　隆子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

8
高島　あつ子（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

田中　久美子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 楠原　京子（ｳｨｹﾝﾄﾞ）
シード　１．江藤・宮松

【　男子ダブルス　55才以上 】

1
石川　立興（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5
小林　通男（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

山田　和敏（HCO) 佐藤　和弘（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

2 　　　　ＢＹＥ 6
田中　千春（日本ｳｪﾙネスＳＣ）

河本　眞ニ（三原ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

3
松本　繁（びしゃもん台TC)

7
高橋　由啓（Ｔ･ＪＯＨ）

村野　貢（びしゃもん台TC) 下西　正比古（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

4
妹尾　幸治（JSW)

8
村田　正彦（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

橋本　政史（JSW) 湯浅　隆（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）
シー ．
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　A級　】

1
平岡　耕太（広大硬式庭球部）

9
鶴我　盛裕（ｱｼﾆｽ）

村本　朝彦（広大硬式庭球部） 相田　靖之（ｱｼﾆｽ）

2
篠原　圭（プレイメイト）

10
城本　孝尋（広島経済大学）

中原　誠（S.P.C) 岡田　浩明（宮島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

3
黒田　裕太（ZONE)

11
山下　直哉（広大硬式庭球部）

阿比留　琢磨（ZONE) 木村　斐（広大硬式庭球部）

4
松浦　寿司（やすいそ庭球部）

12
菅原　迅高（ZONE)

下東　大輔（やすいそ庭球部） 吉崎　浩一（広島医師ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

5
渡辺　修宏（ながれもの）

13
大下　貴（Tension）

野中　主（ながれもの） 石原　慎士（やすいそ庭球部）

6
磯村　忍（やすいそ庭球部）

14
大中　貴士（ｽﾗｾﾝｼﾞｬｰ）

徳永　秀幸（やすいそ庭球部） 徳丸　周二（ｽﾗｾﾝｼﾞｬｰ）

7
南　一郎（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

15
福田　朋晃（ﾁｰﾑぢっぷす）

高村　秀（TeamADVANCE） 中野　拓也（広島経済大学）

8

内海　裕（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

16

松尾　直樹（ながれもの）

丸山　祐二（中国電力） 城下　智彦（ｱｼﾆｽ）

シード　１．平岡・村本　２．松尾・城下　３，４．渡辺・野中、吉崎・菅原

【　女子ダブルス　A級　】

1
宮本　絵梨香（ｴﾈﾙｷﾞｱ介護ｻｰﾋﾞｽ）

9
井上　亜紀（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

磯村　ひとみ（中国企業㈱） 梅村　久美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

2 　　　　ＢＹＥ 10
桑原　ゆかり（Tension)

赤井　祐子（ZERO）

3
山根　月美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

11 　　　　ＢＹＥ
野地　木綿子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

4
中須賀　由依（Tension)

12
風呂本　理矢（Tension)

山田　直緒（Tension) 山崎　五月（ｱｼﾆｽ)

5
石原　芽久美（Tension)

13
加藤　浩子（やすいそ庭球部）

三上　恵理（広島大学硬式ﾃﾆｽ部） 朝来　恵子（やすいそ庭球部）

6 　　　　ＢＹＥ 14
東　奈津子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

中村　理恵（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

7
三反田　多智子（広島信用金庫）

15 　　　　ＢＹＥ
林　江里香（広島信用金庫）

8
木村　知代（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

16
松本　万里江（Tension）

縄手　文美（楽々園GTC） 中村　逸美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

　シード　１．宮本・磯村　２．中村・松本　３，４．山崎・風呂本、石原・三上
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　B級　】

Ａブロック

1
小川　薫（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

17
寺北　康志（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

瀧口　公照（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ） 弘中　実（ｵﾝｻﾞﾏｰｸ）

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
山根　誠二（UP.Set）

19
井原　博三（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

大中　拓也（ｼﾞｬﾑｷﾁ） 馬屋原　康紀（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

4
香川　由紀男（アキラITC)

20
北村　哲郎（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

加藤　修（ｼﾘｳｽ） 山本　亮（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

5
岡田　道明（ち～むB）

21
村上　忠司（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

中吉　正秀（ち～むB） 古賀　準（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

6
廣本　隆之（造幣局）

22
井島　久雄（ち～むB）

三宅　俊克（TOPｽﾋﾟﾝ） 登　陽一郎（ち～むB）

7
岩城　祐二（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

23
上神　政也（Chupa☆Chaps）

佐藤　直樹（ﾏﾂﾀﾞ㈱） 外間　剛史（Chupa☆Chaps）

8
白川　健治（MDｸﾗﾌﾞ）

24
横田　修平（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

定岡　隆博（MDｸﾗﾌﾞ） 平川　浩二（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

9
富田　康弘（ち～むB）

25
桑田　貴浩（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

池田　和樹（ち～むB） 守岡　徹（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

10 　　　　ＢＹＥ 26 　　　　ＢＹＥ

11
澤田　英徳（やすいそ庭球部）

27
小西　康信（ｳﾞｫﾚ）

田中　雅彦（Chupa☆Chaps） 木下　修（ち～むB)

12
木下　雅（JSW)

28
天野　浩之（Radish)

秋本　達矢（JSW） 寺尾　哲嗣（Tension）

13
木船　直人（ｳｨｹﾝﾄﾞ）

29
長久　智幸（山の上ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

三村　浩（ｳｨｹﾝﾄﾞ） 伊石　博之（山の上ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

14
植村　達也（広島経済大学）

30
増尾　憲治（T-Step）

伊藤　大将（広島経済大学） 安村　勲（中国電力TC)

15 　　　　ＢＹＥ 31 　　　　ＢＹＥ

16
三上　豊紀（ＣＢＴＣ）

32
酒井　孝治（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

仲井　強（ﾌｫﾙﾄ） 鹿渡　成樹（Chupa☆Chaps）

シード　１．小川・瀧口　２．藤谷・石井　３，４．寺北・弘中、安部・渡辺

５～８　　三上・仲井、北風・友田、萩原・内川、鹿渡・酒井

［　Ｂ級　決勝戦　］
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　B級　】

Ｂブロック

33
北風　哲男（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

49
萩原　隆司（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

友田　裕康（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 内川　浩（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

34 　　　　ＢＹＥ 50 　　　　ＢＹＥ

35
武田　俊（Chupa☆Chaps）

51
藤井　克己（ﾌﾘｰﾌﾘｰ）

吉木　慎平（Chupa☆Chaps） 浦山　豊隆（ﾌﾘｰﾌﾘｰ）

36
長尾　博行（五日市TC)

52
佐々木　岳司（Radish）

吉永　一生（五日市TC) 倉重　裕行（Tension）

37
木原　雅祥（ﾙﾈｻﾝｽ広島）

53
小野　敦久（ｽﾗｾﾝｼﾞｬｰ)

蔵重　五十次（広島DFAB) 安部 憲一(ｽﾗｾﾝｼﾞｬｰ)

38
浅井　敏道（広島経済大学）

54
山上　恭廣（ｼｬｰﾌﾟTC)

永見　輔（広島経済大学） 天野　陽之介（ｼｬｰﾌﾟTC）

39 　　　　ＢＹＥ 55
石倉　敬ニ（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

前田　敏（五日市TC）

40
保本　浩（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

56
中下　俊彦（千田寺迫TC)

加茂尾　栄一（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 大塚　匡輔（ﾁｰﾑY2）

41
高村　義春（TeamADVANCE）

57
岡崎　和洋（やすいそ庭球部）

藤原　昌明（TeamADVANCE） 若狭　圭（やすいそ庭球部）

42
平井　淳一（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ）

58
今田　智明（ち～むB）

佐藤　洋次（ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ） 森　洋一（ち～むB）

43
秋山　幸人（ﾙﾈｻﾝｽ広島）

59
渡邊　研吾（木曜ｸﾗﾌﾞ）

光田　直史（HCO） 高原　到（木曜ｸﾗﾌﾞ）

44
原田　伸也（ﾌｧｼﾞｯﾄ）

60
徳増　満（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

中村　稔（ﾌｧｼﾞｯﾄ） 大本　英輝（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

45
加留部　隆（アキラITC)

61
馬場　信年（ち～むB）

下小城　康太（アキラITC) 斉藤　勇次（ち～むB）

46
平本　博秋（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

62
秋吉　謙一郎（ながれもの）

松岡　裕（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ） 山重　和久（ながれもの）

47 　　　　ＢＹＥ 63 　　　　ＢＹＥ

48
安部　高広（しゃもじｸﾗﾌﾞ）

64
藤谷　健（広島経済大学）

渡辺　秀則（しゃもじｸﾗﾌﾞ） 石井　孝憲（広島経済大学）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｃ級　】

Ａブロック

1
高橋　俊一（ＣＢＴＣ）

17
森脇　颯太（美鈴BTC)

森野　敏峰（ＣＢＴＣ） 岡本　良太（美鈴BTC)

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
槌西　　一紀（Chupa☆Chaps）

19
桂木　希典（TeamADVANCE）

森　幸典（Chupa☆Chaps） 沢井　俊文（TeamADVANCE）

4
斜森　健二（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

20
松本　光広（ぱこぉ～ん）

山内　立春（ｼﾘｳｽ） 前川　渉（ぱこぉ～ん）

5
力武　浩光（HUSTC)

21
長井　権太（ﾁｰﾑぢっぷす）

山下　泰直（HUSTC) 元田　康彦（ﾁｰﾑぢっぷす）

6
林　浩一（美鈴BTC)

22
増岡　孝浩（Tension）

佐々木　陵（美鈴BTC) 堀部　敏彦（Tension)

7
大岡　正明（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

23
福田　慎一郎（ﾗﾌ＆ﾗﾌ）

大久保　英崇（ﾏﾂﾀﾞ㈱） 祖母井　孝太（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

8
田牧　誠一（宮島TC)

24
西山　貴（GREEN!GREEN!）

本田　雅信（やすいそ庭球部） 豊田　雅輝（GREEN!GREEN!）

9
西原　幸一（T.N.J.広島）

25
寄谷　純治（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

藤田　幹雄（T.N.J.広島） 山口　博幸（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

10
下崎　正浩（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

26
中船津　裕之（ﾛﾌﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

神野　等（HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 吉岡　大輔（ﾛﾌﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

11
上野　泰司（美鈴BTC)

27
松岡　亮司（美鈴BTC)

阿部　真也（美鈴BTC) 八木　亮憲（美鈴BTC)

12
佐藤　基紀（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

28
江頭　富士敏（HCO）

高下　真也（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 原　隆一（五日市TC)

13
中原　勝政（M＆遊）

29
川平　真史（ﾁｰﾑぢっぷす）

宮原　邦彰（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 宮永　和幸（MTR)

14
石原　淳緒（B-WAVE）

30
安富　綾平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

吉岡　広文（B-WAVE） 川本　隼平（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

15
広兼　学（楽々園GTC)

31
伊川　博史（ﾈﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ）

歌田　豊（楽々園GTC) 塚田　邦人（ﾈﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ）

16
前川　和也（ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾑ）

32
平本　浩樹（PASS）

長森　康秀（ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾑ） 柴田　亨（HWTC)

※男子Ｃ級のドローは、オール抽選です。

［　Ｃ級　決勝戦　］
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｃ級　】

Ｂブロック

33
河口　邦史（ＣＢＴＣ）

49
山縣　敏秋（造幣局広島支局）

町野　崇夫（ＣＢＴＣ） 徳永　博（造幣局広島支局）

34
山本　智久（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

50
古田　健太郎（HUSTC)

松尾　忠（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 八木　文生（HUSTC)

35
藤井　健人（美鈴BTC)

51
岩本　拓也（美鈴BTC)

間　慎也（美鈴BTC) 松浦　亮平（美鈴BTC)

36
山村　建二（ｻﾝﾃﾞｰTC）

52
前田　修児（NEXT広島）

松本　秀士（ｻﾝﾃﾞｰTC） 三宅　篤（NEXT広島）

37
増田　正浩（やすいそ庭球部）

53
宮原　洋一（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

藤井　義信（やすいそ庭球部） 島田　英治（宮島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

38
見立　恵己（NRC)

54
益田　英治（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

若宮　斉（NRC) 濱本　昭彦（ﾃﾞﾙﾀ工業ＴＣ）

39
江木　満（宮島ＴＣ）

55
西本　広泰（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC)

益田　拓也（ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 宮田　明典（ZONE)

40
松村　昌弘（ﾙﾈｻﾝｽ広島）

56
山口　宏伸（美鈴BTC)

水野　慎一（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 影山　和祈（美鈴BTC)

41
稲光　陽介（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

57
高雄　勝彦（B.B.C)

武田　淳吾（ﾏﾂﾀﾞ㈱） 柏原　弘樹（B.B.C)

42
若狭　吉朗（美鈴BTC)

58
上垣内　理（NEXT広島）

野村　明弘（美鈴BTC) 宮本　直樹（NEXT広島）

43
須原　智（ﾁｰﾑＹ2）

59
大地　正樹（Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

新宅　律生（木曜ｸﾗﾌﾞ） 小門　秀樹（Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

44
南部　克彦（Aﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

60
立脇　克詩（美鈴BTC)

曽我　和彦（ATC) 尾川　卓哉（美鈴BTC)

45
白井　智章（草津TC)

61
西崎　純一（TOUCH SHOT）

小田　健太（みなみ坂） 東　豊（TOUCH SHOT）

46
武内　勇太（プレイメイト）

62
鳥井　和広（千田寺迫TC)

本郷　竜次（プレイメイト） 白井　正憲（ｱｼﾆｽ）

47
平本　圭一郎（美鈴BTC)

63 　　　　ＢＹＥ
松本　友希（美鈴BTC)

48
尾上　達成（ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾑ）

64
川口　尚将（やすいそ庭球部）

熊野　太祐（ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾑ） 神名　克洋（やすいそ庭球部）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｄ級　】

Ａブロック

1
佐伯　尚人（TOPｽﾋﾟﾝ）

17
三田　雅人（美鈴BTC)

中田　優英（ZONE） 山本　秀（美鈴BTC)

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
西上　雅（JSW)

19 　　　　ＢＹＥ
山本　惟由（JSW）

4
平野　貴人（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

20
中里　立雄（GREEN!GREEN!）

冨部　拳志（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 頼実　尚之（GREEN!GREEN!）

5
小池　真人（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

21
澤井　猛（ＣＢＴＣ）

鈴木　健一郎（ﾏﾂﾀﾞ㈱） 大江　健二（ＣＢＴＣ）

6 　　　　ＢＹＥ 22 　　　　ＢＹＥ

7 　　　　ＢＹＥ 23 　　　　ＢＹＥ

8
山形　巧（ち～むB)

24
渡邉　敏（ＮＴＴﾄﾞｺﾓ中国）

岩田　知起（ち～むB) 藤井　英昭（ＮＴＴﾄﾞｺﾓ中国）

9
関　好則（ﾁｰﾑTK)

25
中田　勲（ﾙﾈｻﾝｽ広島）

小林　誠之（ﾁｰﾑTK) 甲斐　秀雄（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

10 　　　　ＢＹＥ 26 　　　　ＢＹＥ

11 　　　　ＢＹＥ 27 　　　　ＢＹＥ

12
安藤　彰二（GREEN!GREEN!）

28
市川　雅也（美鈴BTC)

平野　裕介（GREEN!GREEN!） 大久保　貴之（美鈴BTC)

13
田辺　昌彦（ＤＯﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

29
辻　英則（Tension)

卜部　晃太郎（ＫＴＣ） 水城　景（Tension）

14 　　　　ＢＹＥ 30 　　　　ＢＹＥ

15 　　　　ＢＹＥ 31 　　　　ＢＹＥ

16
原　健悟（ＣＢＴＣ）

32
原田　敏則（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

福本　伸一（ＣＢＴＣ） 高尾　健一郎（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

※男子Ｄ級のドローは、オール抽選です。

［　Ｄ級　準決勝以上　］
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｄ級　】

Ｂブロック

33
河野　貴之（美鈴BTC)

49
阿甲　健太郎（MTR）

高島　秀祥（美鈴BTC) 原田　稔（MTR）

34 　　　　ＢＹＥ 50 　　　　ＢＹＥ

35 　　　　ＢＹＥ 51 　　　　ＢＹＥ

36
稲屋　三千男（ﾁｰﾑTK)

52
姫野　孝司（あした天気になあれ）

宮崎　博行（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 真鍋　貴昭（あした天気になあれ）

37
佐川　弘行（PASS)

53
中神　将嗣（美鈴BTC)

土居　睦明（安芸ﾌﾚﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ） 金丸　貴広（美鈴BTC)

38 　　　　ＢＹＥ 54 　　　　ＢＹＥ

39 　　　　ＢＹＥ 55 　　　　ＢＹＥ

40
遠藤　幸弘（ＮＴＴﾄﾞｺﾓ中国）

56
平川　大二（ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

有馬　義春（ﾗｻﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 和田　啓佑（五日市TC)

41
木村　好孝（Atsuko）

57
長江　裕之（幾つになっても）

河内　仁志（Atsuko） 益原　博文（幾つになっても）

42 　　　　ＢＹＥ 58 　　　　ＢＹＥ

43 　　　　ＢＹＥ 59 　　　　ＢＹＥ

44
鈴木　惇平（美鈴BTC)

60
河上　清利（ｱｸｴﾘｱｽ）

樋口　知輝（美鈴BTC) 吉岡　雄祐（ｱｸｴﾘｱｽ）

45
柴田　裕史（HCO)

61
斉藤　正剛（五日市TC)

山本　雅英（HCO) 松下　剛太（五日市TC)

46 　　　　ＢＹＥ 62 　　　　ＢＹＥ

47 　　　　ＢＹＥ 63 　　　　ＢＹＥ

48
小田　勝彦（ZONE)

64
大崎　宏樹（Flippers）

板谷　康弘（幾つになっても） 錦織　正幸（Flippers）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｄ級　】

Ｃブロック

65
三上　宏治（WING)

81
岡山　貴之（GREEN!GREEN!）

藤土　将巳（WING) 岩島　正裕（GREEN!GREEN!）

66 　　　　ＢＹＥ 82 　　　　ＢＹＥ

67 　　　　ＢＹＥ 83 　　　　ＢＹＥ

68
室山　健治（Atsuko）

84
尾茂田　光直（ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

三宅　正治（Atsuko） 時任　達也（ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆｵﾝﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

69
浅井 一浩（TOPｽﾋﾟﾝ）

85
大橋　美貴典（あした天気になあれ）

大野 茂男(NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ) 松井　弾（TB-one）

70 　　　　ＢＹＥ 86 　　　　ＢＹＥ

71 　　　　ＢＹＥ 87 　　　　ＢＹＥ

72
米田　賢（ＣＢＴＣ）

88
大本　和則（ﾁｰﾑTK)

坂本　英治（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 立山　修（ﾁｰﾑTK)

73
森　達（美鈴BTC)

89
西元　和行（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

若林　和也（美鈴BTC) 野津　良一（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

74 　　　　ＢＹＥ 90 　　　　ＢＹＥ

75 　　　　ＢＹＥ 91 　　　　ＢＹＥ

76
土井　和貴（TOPｽﾋﾟﾝ）

92
乾　祐一郎（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

馬場 一路(ZONE) 乾　政隆（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

77
梶田　精治（ＮＴＴﾄﾞｺﾓ中国）

93
友田　英治（宮島TC)

砂川　聖（ＮＴＴﾄﾞｺﾓ中国） 竹内　満彦（MTR)

78 　　　　ＢＹＥ 94 　　　　ＢＹＥ

79 　　　　ＢＹＥ 95 　　　　ＢＹＥ

80
桁谷　諭史（ﾗｻﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

96
青田　崇正（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

森田　祐卓（ﾗｻﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 徳田　翔希（美鈴BTC)
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第4回広島県ダブルス選手権

【　男子ダブルス　Ｄ級　】

Ｄブロック

97
住川　誠（JSW)

113
宮脇　尚（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

原本　千弘（JSW) 浅井　利英（ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾑｵｰﾄ）

98 　　　　ＢＹＥ 114 　　　　ＢＹＥ

99 　　　　ＢＹＥ 115 　　　　ＢＹＥ

100
沖増　勇也（美鈴BTC)

116
竹内　修（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

笹井　省吾（美鈴BTC) 横山　耕治郎（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

101
坂本　清（MTR）

117
川島　永久（やすいそ庭球部）

ﾅﾝﾀﾎﾞﾝｻ･ﾊﾟﾝﾔ（MTR） 大林　宏司（やすいそ庭球部）

102 　　　　ＢＹＥ 118 　　　　ＢＹＥ

103 　　　　ＢＹＥ 119 　　　　ＢＹＥ

104
山本　真嗣（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

120
清宗　聖（美鈴BTC)

大倉　昭宏（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 出村　大祐（美鈴BTC)

105
吉良　一浩（NEXT広島）

121
石木　誠治（Ｆｒｅｅｄｏｍ）

田中　武（NEXT広島） 河田　貴司（Ｆｒｅｅｄｏｍ）

106 　　　　ＢＹＥ 122 　　　　ＢＹＥ

107 　　　　ＢＹＥ 123 　　　　ＢＹＥ

108
乾　貴世孝（GREEN!GREEN!）

124
山石　智（Flippers）

大原　秀俊（GREEN!GREEN!） 御園生　静香（Flippers）

109
塚本　征之（A.A.O）

125
西村　昭彦（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

作本　成史（A.A.O） 遠山　栄介（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

110 　　　　ＢＹＥ 126
松本　英之（シンｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

市木　秀明（シンｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

111 　　　　ＢＹＥ 127 　　　　ＢＹＥ

112
石丸 博士（TOPｽﾋﾟﾝ）

128
茶木　孝志（TOUCH SHOT）

小野 隆司（TOPｽﾋﾟﾝ） 梶田　逸郎（TOUCH SHOT）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　B級　】

Ａブロック

1
松永　明子（だぼはぜ倶楽部）

17
勝武　美樹（P-FORCE）

矢加部　明子（ち～むB) 神宝　淳子（P-FORCE）

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
岡本　直美（やすいそ庭球部）

19
西川　絵理子（Ｓｈｕ3）

谷川　恵子（やすいそ庭球部） 小笠原　裕子（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC)

4
片山　八寿代（五日市TC)

20
佐々木　直美（ﾌｫﾙﾄ）

児玉　好美（アキラITC) 鈴木　瑠美子（ﾌｫﾙﾄ）

5
福原　順子（ﾁｰﾑTK)

21
山根　美智子（TOUCH SHOT）

川井　貴子（ﾁｰﾑTK) 上杉　千里（TOUCH SHOT）

6
徳広　礼子（Ｔｅｎｓｉｏｎ）

22
田中　晃代（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

阪本　節子（TOUCH SHOT） 藤原　有希（宮島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

7
安武　早苗（Ｔｅｎｓｉｏｎ)

23
北谷　みゆき（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

松尾　尚子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 花倉　法恵（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

8
上竹　初枝（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

24
野副　けい子（Tension)

清水　明須香（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 山本　千絵美（Tension)

9
樫本　裕子（ｻﾝﾃﾞｰTC）

25
武内　庸子（プレイメイト）

東　初子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ） 藤井　泰子（プレイメイト）

10 　　　　ＢＹＥ 26
三浦　美央（やすいそ庭球部）

山口　かずよ（やすいそ庭球部）

11
研　深雪（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC)

27
花本　恵子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

脇田　直子（やすいそ庭球部） 原　治子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

12
安東　薫（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

28
伊藤　幸恵（アキラITC)

堀　由美子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 梶　晴美（比治山ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

13
川口　京子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

29
戸谷　仁美（だぼはぜ倶楽部）

谷平　芳子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ） 宮原　恵（宮島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

14
生駒　久美子（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

30
井上　陽子（ﾁｰﾑTK)

坂本　真紀（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 蔵岡　君枝（NNTC)

15 　　　　ＢＹＥ 31 　　　　ＢＹＥ

16
森脇　いずみ（ﾁｰﾑTK)

32
永島　朱実（Ｔｅｎｓｉｏｎ）

大本　英子（ﾁｰﾑTK) 倉本　美幸（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

シード　１．松永・矢加部　２．桂・柴垣　３，４．菊池・西久保、勝武・神宝

５～８　　森脇・大本、倉本・永島、西本・安井、堀部・高浜

［　Ｂ級　決勝戦　］

ＮＯ．　13



第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　B級　】

Ｂブロック

33
西本　晴美（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

49
堀部　よし恵（ﾁｰﾑTK)

安井　輝美（ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 高浜　和子（ﾁｰﾑTK)

34 　　　　ＢＹＥ 50 　　　　ＢＹＥ

35
原野　朝代（Shu3）

51
山本　祥子（中国電力TC)

三浦　和子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ） 酒井　智美（中国電力TC)

36
上前　千恵（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC)

52
松浦　明美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

古田　初枝（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC) 山本　明子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

37
岡　千秀（T-ﾌﾚﾝｽﾞ)

53
野間　了子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

立畑　恵子（T-ﾌﾚﾝｽﾞ) 金末　美保子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

38
椿谷　慶子（TOUCH SHOT）

54
小松　敏子（五日市ＬＴＣ)

前田　郁子（TOUCH SHOT） 山中　静恵（TOUCH SHOT）

39
笹木　さな江（五日市ＬＴＣ)

55
江平　光世（Ｓｈｕ3）

杉内　佐知子（五日市ＬＴＣ) 浅井　美穂（Ｓｈｕ3）

40
平林　美絵（ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC)

56
信川　妙子（五日市ＬＴＣ)

山川　貴美代（ﾏﾙﾍﾞﾘｰＴＣ) 濱崎 みゆき（五日市ＬＴＣ)

41
長谷川　富子（アキラITC)

57
光岡　美津子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

東　由美子（B-WAVE) 細馬　真弓（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

42
斉藤　亜矢子（P-FORCE）

58
中島　早苗（やすいそ庭球部）

西江　宏美（P-FORCE） 原　実智子（TOUCH SHOT）

43
川口　敏恵（やすいそ庭球部）

59
安部　恵子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

西村　万由美（やすいそ庭球部） 中田　妙美（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

44
西林　正子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

60
西村　洋子（山の上ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

沖田　信子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ） 田中　千智（山の上ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

45
原田　登美子（Ｓｈｕ3）

61
今子　紀子（ﾗﾌ＆ﾗﾌ）

米原　泰子（Ｓｈｕ3） 菊川　美香（ﾗﾌ＆ﾗﾌ）

46
武田　亜里（アキラITC)

62
楠　恵弥（Tension)

二上　睦子（アキラITC) 岡田　莉佳子（Tension)

47 　　　　ＢＹＥ 63 　　　　ＢＹＥ

48
菊池　裕子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

64
桂　明美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

西久保　絵里（ＺＯＮＥ） 柴垣　尚子（T-Step）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　Ｃ級　】

Ａブロック

1
河本　礼子（MTR）

17
森島　里香（T-Step）

槙平　佳代（MTR） 米澤　佐文（T-Step）

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
田中　香織（Tension)

19
竹広　尚美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

山田　美佐子（Tension) 栗田　美保（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

4
清水　香也子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

20
隅田　母理実（ﾁｰﾑTK)

村田　多佳子（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 木原　美津子（ﾁｰﾑTK)

5
白井　和子（楽々園GTC)

21
正木　恵子（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

平田　喜代美（T.T) 松下　真澄（TOUCH SHOT）

6
野村　一美（ﾁｰﾑTK)

22
辰本　裕子（せせらM.H.C)

神田　郁子（せせらMHC) 辻丸　則子（せせらM.H.C)

7 　　　　ＢＹＥ 23 　　　　ＢＹＥ

8
円山　登美子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

24
久保　照子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

中尾　秀美（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 永山　三奈枝（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ）

9
大内田　一美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

25
大坂　幸見（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

桑原　孝子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ） 戸村　千花子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

10 　　　　ＢＹＥ 26 　　　　ＢＹＥ

11
内野　まり子（Tension）

27
高山　詠子（Tension)

手島　康子（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 島田　恭子（UP.Set)

12
小川　由紀（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

28
塚本　みき（ﾁｰﾑTK)

酒井　ひろみ（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ） 岡村　由美子（ﾁｰﾑTK)

13
藤田　綾美（ﾌｯﾄﾙｰｽ）

29
原田　麻美子（MTR）

宗内　和子（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 平田　維（MTR）

14
古川　良子（五日市TC)

30
田辺　初美（ﾁｰﾑTK)

藤澤　慶子（TOUCH SHOT) 坂本　典子（ﾁｰﾑTK)

15 　　　　ＢＹＥ 31 　　　　ＢＹＥ

16
新原　成子（やすいそ庭球部）

32
植村　京子（T-Step）

松島　由香（宮島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 丸山　真奈美（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

※女子Ｃ級のドローは、オール抽選です。

［　Ｃ級　決勝戦　］
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第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　Ｃ級　】

Ｂブロック

33
加川　宣子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

49
最上　孝子（ﾁｰﾑTK)

児玉　みどり（ﾁｰﾑTK) 岡本　裕子（五日市TC)

34 　　　　ＢＹＥ 50 　　　　ＢＹＥ

35
宮本　政子（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

51
近藤　光代（ＤＯﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

大田　小夜子（美鈴が丘ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 安達　真美子（ち～むＢ）

36
畑中　千穂（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

52
新井　美乃（やすいそ庭球部）

下　孝子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 造住　真由美（TOUCH SHOT）

37
鈴木　晴代（ｻﾝﾃﾞｰTC）

53
笹田　陽子（Ｔｅｎｓｉｏｎ）

新玉　倫子（ﾌｯﾄﾙｰｽ） 久光　真由美（TOUCH SHOT）

38
土井　敬子（ﾁｰﾑTK)

54
平中　寿美子（五日市TC)

石橋　博子（ﾁｰﾑTK) 中村　啓子（五日市TC)

39 　　　　ＢＹＥ 55 　　　　ＢＹＥ

40
小肩　珠実（アキラＩＴＣ）

56
橋本　瑠美（ＣＢＴＣ）

奥川　しおり（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 香川　夕子（ﾁｰﾑＴＫ）

41
多田　順子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

57
木村　明子（T-Step）

松下　幸子（T-Step） 坂本　みどり（T-Step）

42 　　　　ＢＹＥ 58
宮地　ゆきえ（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

春日　孝子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

43
吉岡　信子（B-WAVE)

59
中丸　敬子（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

濱尾　優子（M＆遊） 南　英子（ｳｨﾌｧﾐﾘｰ）

44
藤岡　祥子（ﾁｰﾑTK)

60
小田　ますみ（ﾁｰﾑTK)

財間　貴恵子（ﾁｰﾑTK) 大田　真由子（ﾁｰﾑTK)

45
山中　豊子（TOUCH SHOT）

61
俵　智子（アキラITC)

山崎　久美子（ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ） 金谷　美香（アキラITC）

46
石原　美智子（Tension)

62
加藤　慶子（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

真鍋　房子（ﾁｰﾑTK) 宮崎　奈々江（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

47 　　　　ＢＹＥ 63 　　　　ＢＹＥ

48
坂倉　浩美（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC)

64
小竹　純子（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）

内藤　ひろみ（西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 池田　敏子（ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ）
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第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　Ｄ級　】

Ａブロック

1
焼家　浩子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

17
坪井　澄枝（ＤＯﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

宮崎　真由美（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 坂本　奈津子（ＤＯﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

2 　　　　ＢＹＥ 18 　　　　ＢＹＥ

3
栗栖　陽子（やすいそ庭球部）

19 　　　　ＢＹＥ
元原　美香（やすいそ庭球部）

4
山根　雅栄（楽々園GTC)

20
中谷　良子（JSW)

中村　真希（楽々園GTC) 三芳　弘子（JSW)

5
川口　真佐子（ウィケンド）

21
高谷　紀子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

山崎　恵美（MHI-広島） 延岡　葉子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

6 　　　　ＢＹＥ 22 　　　　ＢＹＥ

7 　　　　ＢＹＥ 23 　　　　ＢＹＥ

8
福田　多恵子（GREEN!GREEN!）

24
川村　雅美（やすいそ庭球部）

吉元　麻奈美（GREEN!GREEN!） 戸山　順水（T-ｓｔｅｐ）

9
坂木　真由美（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

25
田中　浩美（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

住岡　みどり（ﾃﾆｽﾒｲﾄ） 大久保　和佳子（ﾏﾂﾀﾞ㈱）

10 　　　　ＢＹＥ 26 　　　　ＢＹＥ

11 　　　　ＢＹＥ 27 　　　　ＢＹＥ

12
高崎　春恵（五日市TC)

28
田村　冬美（せせらM.H.C)

近藤　眞理子（五日市TC) 吉野　いづみ（せせらM.H.C)

13
内海　良子（PASS)

29
定森　良子（NRC)

河口　千春（比治山TMC） 嶋田　千絵（NRC)

14 　　　　ＢＹＥ 30
小林　浩子（ﾁｰﾑTK)

和泉　加奈子（ﾁｰﾑTK)

15 　　　　ＢＹＥ 31 　　　　ＢＹＥ

16
陣内　君枝（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

32
中本　朋子（MHIｿﾙﾃｨｯｸﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

亀岡　かほ子（MTR) 北島　みどり（ﾏﾙﾍﾞﾘｰＴＣ）

※女子Ｄ級のドローは、オール抽選です。

［　Ｄ級　準決勝以上　］
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第4回広島県ダブルス選手権

【　女子ダブルス　Ｄ級　】

Ｂブロック

33
渡辺　恵子（あした天気になあれ）

49
大北　あかね（やすいそ庭球部）

川崎　貴美子（あした天気になあれ） 西川　美保子（やすいそ庭球部）

34 　　　　ＢＹＥ 50 　　　　ＢＹＥ

35
大坪　明子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

51 　　　　ＢＹＥ
藤野　末子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

36
谷本　美香（Tension)

52
藤原　みゆき（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

谷本　麻希（Tension) 小山　恵子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

37
田中　富子（TOUCH SHOT）

53
大久保　真弓（五日市TC)

中川　敏子（TOUCH SHOT） 大東和　洋子（五日市TC)

38 　　　　ＢＹＥ 54 　　　　ＢＹＥ

39 　　　　ＢＹＥ 55 　　　　ＢＹＥ

40
西村　邦子（ｱｷﾗITC)

56
北村　千恵利（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

森保　百合子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ） 飯田　容子（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

41
松浦　麻里（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

57
熊谷　和美（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

中本　直美（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 大熊　多美枝（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

42 　　　　ＢＹＥ 58 　　　　ＢＹＥ

43 　　　　ＢＹＥ 59 　　　　ＢＹＥ

44
沖根　千秀（あまんじゃく50）

60
中西　恵子（ち～むB)

有本　園子（五日市TC) 林　美恵子（ち～むB)

45
飯野　良子（ｻﾝﾃﾞｰTC）

61
土井　亜希子（A.A.O)

内田　美那（ｻﾝﾃﾞｰTC） 田中　エミ（A.A.O）

46 　　　　ＢＹＥ 62 　　　　ＢＹＥ

47 　　　　ＢＹＥ 63 　　　　ＢＹＥ

48
中村　直美（せせらM.H.C)

64
石崎　幸子（GREEN!GREEN!）

原　紀世美（せせらM.H.C) 前田　美華（GREEN!GREEN!）
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65
木戸　昌子（五日市TC)

81
矢野　香（アキラITC)

片岡　篤美（五日市TC) 西田　美和（アキラITC)

66 　　　　ＢＹＥ 82 　　　　ＢＹＥ

67 　　　　ＢＹＥ 83 　　　　ＢＹＥ

68
上山　恵美（ﾁｰﾑY2）

84
是則　貴子（JSW)

石田　みどり（ﾁｰﾑY2） 正木　陽子（JSW)

69
奈波　真喜子（TOUCH SHOT）

85
石井　幸代（やすいそ庭球部）

大作　佳津（TOUCH SHOT） 望戸　洋子（やすいそ庭球部）

70 　　　　ＢＹＥ 86 　　　　ＢＹＥ

71 　　　　ＢＹＥ 87 　　　　ＢＹＥ

72
古谷　洋子（せせらM.H.C)

88
樋口　夕美子（MTR）

佐々木　一世（ち～むB) 隅田　美香（MTR）

73
橋平　美由紀（楽々園ＧＴＣ）

89
嶋田　晶子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

上杉　ミドリ（楽々園ＧＴＣ） 白石　禮子（ﾃﾆｽﾒｲﾄ）

74 　　　　ＢＹＥ 90 　　　　ＢＹＥ

75 　　　　ＢＹＥ 91 　　　　ＢＹＥ

76
亀田　美也子（やすいそ庭球部）

92
妹尾　悦子（楽々園GTC)

渋谷　治美（やすいそ庭球部） 福場　三枝子（楽々園GTC)

77
小宇羅　陽子（五日市TC)

93
葭川　淳子（P-FORCE）

中谷　泰子（五日市TC) 宇野　陽子（P-FORCE）

78 　　　　ＢＹＥ 94
森島　尚子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

森川　景子（ZONE）

79 　　　　ＢＹＥ 95 　　　　ＢＹＥ

80
山出　歩（GREEN!GREEN!）

96
砂原　恵子（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

新谷　直美（GREEN!GREEN!） 河辺　綾子（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
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97
中村　ひとみ（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

113
川本　美保（やすいそ庭球部）

冨山　典子（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ） 小西　由紀子（やすいそ庭球部）

98 　　　　ＢＹＥ 114 　　　　ＢＹＥ

99 　　　　ＢＹＥ 115 　　　　ＢＹＥ

100
月坂　美恵子（PASS)

116
大久保　優子（GREEN!GREEN!）

石橋　聡子（PASS) 藤井　多実恵（GREEN!GREEN!）

101
大浦　真智子（五日市TC)

117
鍵本　頼子（MTR）

金比良　弘子（五日市TC) 上田　実鈴（MTR）

102 　　　　ＢＹＥ 118 　　　　ＢＹＥ

103 　　　　ＢＹＥ 119 　　　　ＢＹＥ

104
遠山　弘美（NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）

120
清水　美穂（やすいそ庭球部）

三島　裏里（ﾏﾙﾍﾞﾘｰTC） 田中　典子（やすいそ庭球部）

105
矢野　邦子（アキラITC)

121
庄司　佳子（五日市TC)

新宅　玲子（TOUCH SHOT） 倉本　美雪（五日市TC)

106 　　　　ＢＹＥ 122 　　　　ＢＹＥ

107 　　　　ＢＹＥ 123 　　　　ＢＹＥ

108
石本　尚美（ち～むB)

124
永岡　真由美（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

白神　美輪（テンション） 山下　静香（ﾌｧｼﾞｯﾄ）

109
栗原　美香（Tension)

125
本永　真須美（Tension)

丸子　朱美（T-Step) 佐々木　雅代（ち～むB)

110 　　　　ＢＹＥ 126
小杉　知子（ﾁｰﾑTK)

久保　理加（ﾁｰﾑTK)

111 　　　　ＢＹＥ 127 　　　　ＢＹＥ

112
曲淵　祥代（みなみ坂ﾃﾆｽｽｸｰﾙ）

128
来海　充代（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

仲山　和美（ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 谷本　かなえ（T-Step）
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