
第３１回　全日本都市対抗テニス大会　県予選

試　　　合　　　結　　　　果
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１回戦

対戦結果 福山市 ４対３ 大竹市 対戦結果 尾道市 ３対４ 呉市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

一般女子Ｄ
吉原　叔恵 8-1 長久　由佳

一般女子Ｄ
藤末  くみ 8-4 谷本 由美

山崎　五月 田中　千智 藤井　陽子 平松美保子

一般男子Ｄ
岡田　宣之 4-8 長久　智幸

一般男子Ｄ
松尾 浩太郎 4-8 浦野　圭介

高橋　大希 讃井　一裕 内苑　史朗 西本　大亮

45才女子Ｄ
藤岡　佳子 8-0 鈴木　正枝

45才女子Ｄ
坂本 美由子 8-6 島田　恭子

池尻 千江子 相原　和子 箱田 后衣子 川本 康素子

55才男子Ｄ
三井　寿人 4-8 善弘　充人

55才男子Ｄ
松尾 英明 6-8 大谷竹五郎

橋本　富夫 成定　武彦 迫田　憲司 大島　健一

45才男子Ｄ
中川　恒雄 8-4 日高　靖史

45才男子Ｄ
東  政登 8-4 山根　宗一

原田　好美 小池　和權 三次　浩平 今城 叔男

一般女子Ｓ
吉原　叔恵 8-0 田中　千智

一般女子Ｓ
比本　美恵 0-8 大成 紀子

一般男子Ｓ
尾園　仁 4-8 平原　良洋

一般男子Ｓ
小川　貴志 7-9 大中　拓也

対戦結果 三原市 １対６ 広島市
選手名 スコア 選手名

一般女子Ｄ
崎本 由香里 0-8 磯村 ひとみ

川本　あい 宮本 絵里香

一般男子Ｄ
崎本　明宏 1-8 徳永 秀幸

藤本　洋士 森田　祐紀

45才女子Ｄ
岡田 睦栄 1-8 柏木　敦子

宮口　理恵子 中川　まみ

55才男子Ｄ
河本 眞二 5-8 山田　和敏

竹原　茂 石川 立興

45才男子Ｄ
大森　一人 8-6 川井 信太郎

川瀬　純一 山崎　実

一般女子Ｓ
石井 悦子 0-8 磯村 ひとみ

一般男子Ｓ
冨田　祐介 5-8 森田　祐紀

２回戦

対戦結果 東広島市 ３対４ 福山市 対戦結果 呉市 ２対５ 広島市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

一般女子Ｄ
松本 万里江 4-8 吉原　叔恵

一般女子Ｄ
谷本 由美 0-8 磯村 ひとみ

田窪 美帆 山崎　五月 平松美保子 宮本 絵里香

一般男子Ｄ
平岡　耕太 8-2 岡田　宣之

一般男子Ｄ
浦野　圭介 0-8 徳永 秀幸

村本 朝彦 高橋　大希 西本　大亮 森田　祐紀

45才女子Ｄ
伊原　隆子 8-1 藤岡　佳子

45才女子Ｄ
島田　恭子 1-8 柏木　敦子

中野　幸恵 池尻 千江子 川本 康素子 中川　まみ

55才男子Ｄ
妹尾 幸治 8-5 三井　寿人

55才男子Ｄ
大谷竹五郎 8-6 山田　和敏

古土井 悠 橋本　富夫 大島　健一 石川 立興

45才男子Ｄ
栃原　克広 6-8 中川　恒雄

45才男子Ｄ
山根　宗一 1-8 川井 信太郎

寺尾 佳雄 原田　好美 今城 叔男 山崎　実

一般女子Ｓ
田窪 美帆 0-8 吉原　叔恵

一般女子Ｓ
大成 紀子 1-8 宮本 絵里香

一般男子Ｓ
奥田 努 3-8 尾園　仁

一般男子Ｓ
大中　拓也 8-3 梶下　怜紀



決勝戦 ３位決定戦

対戦結果 福山市 １対６ 広島市 対戦結果 東広島市 ６対１ 呉市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

一般女子Ｄ
吉原　叔恵 5-8 磯村 ひとみ

一般女子Ｄ
松本 万里江 8-3 谷本 由美

山崎　五月 宮本 絵里香 田窪  美帆 平松美保子

一般男子Ｄ
岡田　宣之 3-8 徳永 秀幸

一般男子Ｄ
平岡　耕太 8-4 浦野　圭介

高橋　大希 森田　祐紀 村本 朝彦 西本　大亮

45才女子Ｄ
藤岡　佳子 5-8 柏木　敦子

45才女子Ｄ
伊原　隆子 8-1 島田　恭子

池尻 千江子 中川　まみ 中野　幸恵 川本 康素子

55才男子Ｄ
三井　寿人 4-8 山田　和敏

55才男子Ｄ
妹尾 幸治 4-8 大谷竹五郎

橋本　富夫 石川 立興 古土井 悠 大島　健一

45才男子Ｄ
中川　恒雄 8-5 川井 信太郎

45才男子Ｄ
栃原　克広 8-4 山根　宗一

原田　好美 山崎　実 寺尾 佳雄 今城 叔男

一般女子Ｓ
吉原　叔恵 2-8 磯村 ひとみ

一般女子Ｓ
田窪  美帆 8-4 大成  紀子

一般男子Ｓ
尾園　仁 8(3)9 森田　祐紀

一般男子Ｓ
平岡　耕太 8-1 大中　拓也

順位戦 ５～７位

対戦結果 大竹市 ４対３ 尾道市 対戦結果 大竹市 ２対５ 三原市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

一般女子Ｄ
長久　由佳 4-8 藤末  くみ 一般女子Ｄ 長久　由佳 8-3 崎本 由香里

田中　千智 藤井　陽子 田中　千智 川本　あい

一般男子Ｄ
長久　智幸 6-8 松尾 浩太郎 一般男子Ｄ 長久　智幸 5-8 崎本　明宏

讃井　一裕 内苑　史朗 讃井　一裕 藤本　洋士

45才女子Ｄ
鈴木　正枝 4-8 坂本 美由子 45才女子Ｄ 鈴木　正枝 1-8 岡田 睦栄

相原　和子 箱田后衣子 相原　和子 宮口　理恵子

55才男子Ｄ
善弘　充人 8-2 松尾 英明 55才男子Ｄ 善弘　充人 5-8 河本 眞二

成定　武彦 迫田　憲司 成定　武彦 竹原 　茂

45才男子Ｄ
日高　靖史 9(4)8 東  政登 45才男子Ｄ 日高　靖史 8-6 大森　一人

小池　和權 三次　浩平 小池　和權 川瀬　純一

一般女子Ｓ
田中　千智 8-3 比本　美恵 一般女子Ｓ 長久　由佳 4-8 石井 悦子

一般男子Ｓ
平原　良洋 8-1 小川　貴志 一般男子Ｓ 平原　良洋 3-8 冨田　祐介



第31回　全日本都市対抗テニス大会　県予選

選　　手　　リ　　ス　　ト

200７年　４月１４日（土）・１５日（日） 　　　　　　　　　三原運動公園テニスコ－ト

広島市 福山市 呉市 東広島市 三原市 尾道市 大竹市

監　　　　　督 山田　和敏 中川　恒雄 山根　宗一 下竹　康成 河本　眞二 三次　浩平 菊永　利明

マネ－ジャ- 池尻 千江子 谷本　由美 奥田　努 内田　雄司 川畑　洋二 中川　福雄

一　般 男　子 森田　祐紀 岡田　宣之 大中　拓也 平岡　耕太 冨田　祐介 小川　貴志 平原　良洋

（3名以内）
徳永　秀幸 尾園　仁 浦野　圭介 村本　朝彦 崎本　明宏 松尾 浩太郎 長久　智幸

梶下　怜紀 高橋　大希 西本　大亮 山下　直哉 藤本　洋士 内苑　史朗 讃井　一裕

（追加） 奥田　努

磯村 ひとみ 吉原　叔恵 大成　紀子 松本 万里江 崎本 由香里 藤末　くみ 田中　千智

一　般 女　子
（3名以内） 宮本 絵里香 山崎　五月 谷本　由美 田窪 美帆 石井　悦子 小倉 美奈子 長久　由佳

藤井　陽子

平松 美保子 川本　あい 比本　美恵

川井 信太郎 中川　恒雄 山根　宗一 寺尾　佳雄 大森　一人 東　政登 小池　和權

45才以上 男　子
（2名） 山崎　実 原田　好美 今城　叔男 栃原　克広 川瀬　純一 三次　浩平 日高　靖史

45才以上 女　子 柏木　敦子 藤岡　佳子 島田　恭子 江藤　末子 岡田　睦栄 箱田 后衣子 鈴木　正枝

（2名） 伊原　隆子

中川　まみ 池尻 千江子 川本 康素子 宮松　久子 宮口　理恵子 坂本 美由子 相原　和子

中野　幸恵

55才以上 男　子 山田　和敏 三井　寿人 大谷 竹五郎 古土井 悠 河本　眞二 迫田　憲司 成定　武彦

（2名）
石川　立興 橋本　富夫 大島　健一 妹尾　幸治 竹原　茂 鶴　秀登 中川　福雄

松尾　英明 善弘　充人
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