
2007マスターズ広島県予選

35歳男子シングルス

1 青山　裕 （J'sons） 17 宮本 和典 (NBTG)

2 bye 80 84 18 bye

3 長尾　博行 （五日市TC) 19 佐藤 清則 (福山市職労硬式T)

4 濱田　信孝 （福山市職労硬式T) 97 85 83 84 20 吉永 一生 (五日市TC)

5 山本　竜司 （寺迫千田TC) 98（2） 青山 21 赤坂 昌宣 (SLTC)

6 秋吉　謙一郎 （ながれもの） 83 22 bye

7 bye 81 83 23 bye

8 土屋　光正 （ｻｻﾞﾝｸﾛｽ) 82 24 松浦 寿司 (やすいそ庭球部)

9 中川　栄一 (ｱｽﾄﾛTC) 82 25 中原 誠 (S.P.C)

10 bye WO 84 26 bye

11 bye 27 中村 修 (TOP)

12 片寄　浩二 (B.B.C) 84 28 村野 修 (ながれもの)

13 爾摩　光洋 (福山市職労硬式T) 85 80 85 81 29 岡 顕彰 (備後ﾃﾆｽ倶楽部)

14 八田　幸夫 (J'sons) 30 加藤 修 (やすいそ庭球部)

15 bye 80 82 31 bye

16 松永　次郎 (ｱｼﾆｽ) 32 武田 将孝 (ﾃﾆｽﾒｲﾄ)

40歳女子ダブルス

1
宮松 久子 （西条RTC)

9
田中　久美子 （西条RTC)

秋吉 緑 （Tension) 84 伊原 隆子 （西条RTC)

2 bye 10
丸岡 美記恵 （TeamADVANCE）

84
江藤・山崎

81 桂木 優子 （Tension）

3
岡田　睦栄 （松永LTC)

11
碓井 真希子 （やすいそ庭球部）

宮口　理恵子 （松永LTC) 86 池見 廣枝 （GSH)

4
江藤　末子 （やすいそ庭球部） 83 86 12

松本 万里江 （Tension）
山崎　五月 （アシニス） 82 桑原 ゆかり （Tension）

5
眞田　美樹 （福山市職労硬式T) 83 13

福井　由紀子 （T.JOH)
永川　寿子 （STC) 97 82 原田 京子 （T.JOH)

6
有田　和江 （プレイメイト）

14
山本 康子 （西条RTC)

恵南　玲子 （プレイメイト） 桑原 京子 （西条RTC)

7
江口　貴江 （T.JOH) 85 86 15

赤木　雅子 （備後テニス倶楽部）

安部　純代 （T.JOH) 浜上 美千恵 （備後テニス倶楽部）

8
岡原　敦子 （西条RTC) 85 82

16
中川 まみ （やすいそ庭球部）

栃原　玲子 （西条RTC) 柏木　敦子 （やすいそ庭球部）

45歳男子ダブルス

　　　選　手　名 高本･中川 高原･高尾 三次･東 西田･佐々木 勝　敗 ｹﾞｰﾑ取得率 順 位
高本 明 (TeamADVANCE)

58 89（3） 08（RET) 0ｰ3      4 位
中川 勝範 (TeamADVANCE)
高原 博之 (西条ﾛｲﾔﾙTC)

85 84 28 2ｰ1      2 位
高尾 秀一 (ｻｻﾞﾝｸﾛｽ)
三次 浩平 (福山市職労硬式T)

98（3） 48 48 1ｰ2      3 位
東 政登 (歌浦ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
西田 雄二 (造幣局広島支局)

80（RET) 82 84 3ｰ0      1 位
佐々木 俊雄 (造幣局広島支局)

40歳女子シングルス

　　　選　手　名 桧山 稚子 赤坂 直美 岡 千秀 北岡 朋子 勝　敗 ｹﾞｰﾑ取得率 順 位

桧山 稚子 (ｱｼﾆｽ) 81 83 2ｰ0       1   位

赤坂 直美 (SLTC) ｰ       　   位

岡 千秀 (T-ﾌﾚﾝｽﾞ) 18 48 0ｰ2       3   位

北岡 朋子 (西条ﾛｲﾔﾙTC) 38 84 1ｰ1       2   位


	実施要綱
	ドロー



