
<1> 主　　　催 ：広　島　県　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）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ

<4> 開催期日 ：200８年1１月２９日（土）・３０日（日）・１２月６日（土）・７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 ：広島県テニス協会に加盟している団体に所属するクラブ
　　（選手にあっては、そのクラブにて登録していること。）

<7> 種　　目 ：男子　　　A　　・　B　・　C　・　D　級 《　2　S　/　1　D　》
：女子　　　A　　・　B　・　C　・　D　級 《　3 D 》

<8> 試合順序 ：男子　　Ｓ1→Ｓ2→Ｄ　　　　女子　　Ｄ1→Ｄ2→D3

<9> 試合方法 ：3ポイント団体戦による、ト－ナメント方式
：シングルスとダブルスは、選手が兼ねることはできません。
：全ての試合を8ゲ－ムズプロセット（8-8後タイブレ－ク方式）にて行います。
：初対戦は３試合のすべてを行います。次対戦からはポイント打ち切りです。

<10> ｼ-ﾄﾞ・ﾄﾞﾛ- ：県主催大会結果・昨年度同大会結果等を参考に、大会実行委員会にて決定されました。
：昨年度の戦績で判断できなっかた種目に関しては、抽選にて決定しました。

<11> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック２００８｣によります。

<12> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック２００８｣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- 　   …  西川　絵理子
：アシスタント・レフェリ- 　   …  島原　清子

<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．基本として、ベスト４以上のチ－ムを表彰いたします。
ｄ．競技中の怪我等に就きましては、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－番号の若いチ－ムがボ－ルを取りに来てください。
　 また、試合終了後は勝者チ－ムが結果報告・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,８：３０以降に連絡ができます。）

NO.  1

第３６回　　広島県　クラブ対抗テニス選手権大会

【　開　催　（実施）　要　項　】

〔広島県テニス協会　　大会運営委員会〕
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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分遅れた場合、もしくは必要な人員が揃って
いない場合は、ＮＯ-ＳＨＯＷと見なされる場合があります。
※　会場はすべて、広域公園テニスコートです。
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※　日程・時間経過・天候により、複数面対応の場合もあります。

※　試合の進行状況により、予定している次のラウンドまで行う場合も
あります。

NO.  ２

予備日

予備日

D
　
級

男
　
　
　
子 9:00

9:00

C
　
級

11:00

女
　
　
　
子

9:00

9:00

１２月　７日（日）

11:00

11:00

第３日目 第４日目

１２月　６日（土）

9:00

9:00

大 会 日 程 表 （タイムスケジュ－ル）

D
　
級

C
　
級

B
　
級

A
　
級

A
　
級

B
　
級

11月　２９日（土）

11:00

12:30

11月　３０日（日）

11:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

12:30

第１日目 第２日目

11:00

9:00

9:00



第３６回広島県クラブ対抗テニス選手権大会

5 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA1 ながれもの

3 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB 7 Since34

4 広大テニス部 8 アシニス

HCU・A

2 BYE 18 BYE

1 ながれものBチーム 17

3 広島経済大学C 19 Tension

4 五日市TC 20 西条ﾛｲﾔﾙテニスクラブ

5 フットルース 21 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB

6 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA 22 広島経済大学B

7 BYE 23 BYE

8 ウィファミリー 24 テニスメイト

9 Chupa☆Chaps B 25 ながれものＡチーム

10 BYE 26 オンザマークT.C

11 広島工業大学 27 UP.Set

12 ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ 28 広島工業大学B

13 JSW 29 Chupa☆Chaps A

14 マツダ(㈱)B 30 しゃもじクラブ

15 BYE 31 BYE

ＮＯ．　3

16 CBTC 32 マツダ(㈱)A

５～８、ウィファミリー、ＣＢＴＣ、ＨＣＵ・Ａ、ながれものAチーム

シード１、ながれものBチーム　２、ﾏﾂﾀﾞ㈱A  ３，４、Chupa☆ChapuＢ、ﾃﾆｽﾒｲﾄ

福山平成大学 広島経済大学A 62

シード１、ながれもの　２、アシニス

【　　　　男　　子　　A　級　　　】

【　　　　男　　子　　B　級　　　】



シード１、ＭＨＩ-広島　２、マツダ㈱Ａ　３，４、ドコモ中国支社、マツダ㈱Ｂ

2 BYE 18 BYE

3 MTR 19 ラフ＆ラフ

4 広島大学歯学部A  20 HWTC

5 フォルト 21 広島大学歯学部B

6 DROP　OUT 22 はつしばクラブ

7 BYE 23 BYE

8 アシニス 24 B-WAVE

エムジェイズ

12 あした天気になあれ 28 Tension

11 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝC 27

13 HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 29 CBTC

14 NRC 30 FLAPPERS

15 BYE 31 BYE

16 HCU・B 32

５～８、アシニス、ＨＣＵ・B、ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB、 ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝD

MHI‐広島

シード１、ＮＢﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA  ２、ＭＨＩ-広島　３，４　、あまんじゃく５０、B-WAVE

20 J S W

3 アシニス 19 BYE

22 BYE

5 Free shot 21 Atsuko

14 BYE

Tension

8 GREEN！GREEN！ 24 ドコモ中国支社

10 BYE

アクエリアス

30 HPGテニスクラブA

32

9

マツダ(㈱A

ＮＯ．　4

31 BYE15 BYE

16 Oui

1 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA 17 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB

1 MHI‐広島 17

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝD

10 BYE 26 BYE

あまんじゃく50 25

18 BYE

9 マツダ(㈱)B 25

7 BYE 23 BYE

6

BYE

BYE

4 大洲テニスクラブ

13 HPGテニスクラブB 29 広島大学歯学部C

【　　　　男　　子　　C　級　　　】

【　　　　男　　子　　D　級　　　】

あした天気になあれ

12 やすいそ庭球部

26 BYE

11 BYE 27 BYE

2
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28



BYE

8 リョーコーTC・A 16 アキラITC

7 BYE 15

Tension

6 BYE 14 リョーコーTC・B

5 五日市TC 13

BYE

BYE

4 ＭＴＲ 12 やすいそ庭球部

3 みなみ坂TS 11

Team ADVANCE 6

ロイヤルﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

1 TOUCH SHOT 9 アキラITC

2 BYE 10 フットルース

ＮＯ．　5

6

4 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 12

プレイメイト 14

広島大学　歯学部

2 BYE

4 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 8 やすいそ庭球部

3 楽々園GTC 7 マツダ（㈱）

2 BYE 6 あした天気になあれ

1 ＭＴＲ 5 チームTK

1 TOUCH SHOT 9

10

やすいそ庭球部A

3 やすいそ庭球部B 7 T.JOH

4 プレイメイト 8

2

11 チームTK

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

1 Tension 5

やすいそ庭球部B

5 やすいそ庭球部A 13 HCU

西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

みなみ坂TS

7 山の上テニスクラブ 15 BYE

【　　　　女　　子　　A　級　　　】

【　　　　女　　子　　D　級　　　】

＊女子Ｃ級は、１シード以外残りはオール抽選です。

＊女子Ｄ級は、１シード以外残りはオール抽選です。

シード１、Ｔｅｎｓｉｏｎ　２、やすいそ庭球部A

シード１、ＴＯＵＣＨ　ＳＨＯＴ

シード１、ＭＴＲ

【　　　　女　　子　　B　級　　　】

【　　　　女　　子　　C　級　　　】

第３６回広島県クラブ対抗テニス選手権大会

シード１、ＴＯＵＣＨ　ＳＨＯＴ　２、西条ロイヤルテニスクラブ

＊女子Ｂ級は、１，２シード以外残りはオール抽選です。

8 マルベリーTC 16

3 T-フレンズ
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　　　《　男子　Ａ級　》
NO チ－ム名

1 ながれもの 村野　修 岩田　康司 東　武志 沼田　眞吾 渡辺　修宏 松尾　直樹 徳永　康宏 中野　修一

2 福山平成大学 西　卓人 今脇　将喜 川田　祐也 三上　智也 成毛　宏光

3 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB 渡部　隆一 流田　浩邦 正木　啓太 福田　朋晃 吉田　滝

4 広大テニス部 森田　旭 小川　雄大 中島　光一 可知　寛人 佐藤　穀彦 山本　遼

5 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA 岡田　恭典 相田　靖之 岩田　陽 川原　真二 大元　三幸

6 広島経済大学A 青田　康秀 和田　侑士 矢野　翔治朗 伊藤　大将

7 Since34 南　一郎 酒井　孝浩 鹿渡　成樹 高村　秀 今井　英二 武田　将孝 宮地　達哉 小嶋　幹男

8 アシニス 鶴我　盛裕 酒井　秀樹 河野　通宏 森川　寛之 上江洲　安紀 城下　智彦 松永　一郎 松永　次郎

　　　《　男子　Ｂ級　》
NO チ－ム名

1 ながれものBチーム 藤末　誠 今津　正博 山重　和久 秋吉　謙一郎　 野中　主   

3 広島経済大学C 浅井　敏道　 西條　竜太郎 山本　慎二 宮本　浩嗣

4 五日市TC 長尾　博行 佐々木　勝成 庄司　直人 浅田　紘史 吉永　一生

5 フットルース 桑田　貴浩　 森　大輔 長岡　一哉 保本　浩 原田　正臣 津川　克則

6 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA 八剣　達暉 高橋　良輔 岡田　大樹 杉本　篤哉

8 ウィファミリー 平本　博秋 小川　薫 菊池　徹 木本　裕昭 瀧口　公照 村上　忠司 本多　健二 三好　彰

9 Chupa☆Chaps B 上神　政也 武田　俊 加茂尾　栄一 黒田　顕仁 小泉　晶宏

11 広島工業大学 松浦　宏幸 川本　賢 才野　寛文 四水　健司     

12 ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ 新山　裕洋 佐藤　洋次 平井　淳一 小田　友和 篠崎　政治 浜尾　太樹 植田　誠士 木河　稔浩

13 JSW 木下　雅 東定　誠 秋本　達也 稲川　憲司 久隅　一也 山田　満夫

14 マツダ(㈱)B 寺北　康志 柳田　明義 永田　和也 弘中　実 小池　真人

16 CBTC 門園　達郎 太田　康彦 米田　賢 西宮　大典 森野　敏峰

17 HCU・A 市川　直樹 神中　良太 周藤　健太 森永　雄一朗 岸塚　勇星  

19 Tension 白男川　恵太 木船　寛史 小山　浩季 玉理　聖也     

20 西条ﾛｲﾔﾙテニスクラブ 半田　祐也 田坂　友希 道面　拓也 巽　勇人 巽　寛人

21 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB 益田　拓也 漆谷　健太 下谷　将之 駒見　宗造 西尾　拡

22 広島経済大学B 火之迫　智範 米岡　康介 西村　剣 半場　史晃

24 テニスメイト 河野　克徳 中山　満 津留　浩一郎 津留　浩彰 茂木　薫 斜森　健二 達見　友啓

25 ながれものＡチーム 田部　英樹 藤井　良典 本宮　圭司 鶴田　剛士 保上　政輝 姫野　拓郎

26 オンザマークT.C 義永　博美 岩田　賢一 幅野　浩司 森綱　光臣 光永　誠介

27 UP.Set 浦野　圭介 山根　誠二 西本　大亮 大中　拓也

28 広島工業大学B 泉川　和哉 浦　駿平 戸部　直倫 中村　翔也

29 Chupa☆Chaps A 三上　豊紀 田中　雅彦 廣本　隆之 仲井　強 外間　剛史 田中　寧 中田　洋平 槌西　一紀

30 しゃもじクラブ 大本　英輝 徳増　満 亀井　伸二 一色　雅之 安部　高広 渡辺　秀則 沖中　誠 井島　久雄

32 マツダ(㈱)A 川本　隼平 稲光　陽介 安富　綾平 武田　淳吾 森下　晋吉

　　　《　男子　Ｃ級　　》
NO チ－ム名

1 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝA 六車　昇　 坂元　一成　 河野　信行 鈴木　史郎 岡部　智行 有冨　勝之

3 MTR 阿甲　健太郎 原田　稔 宮永　和幸 日域　淳一郎 新佛　暢康 中村　和哉

4 広島大学歯学部A  川口　拓郎 下出　孟史 中村　剛士 星野　博昭

5 フォルト 藤原　福二 高松　仁 大津　恭孝 川本　裕之 望月　英生 桑原　克始

6 DROP　OUT 升田　賢太 竹内　一起 山崎　健太 榊原　護

8 アシニス 沖田　一宏 西林　祐一 泉岡　均 岩城　洋平 西佐古　和仁 田中　剛 岡野　高明

9 あまんじゃく50 沖根　和敏 江頭　富士敏 原　隆一 竹内　修

11 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝC 乾　祐一郎 小池　直哉 竹安　秀平 中村　凌 乾　政隆

12 あした天気になあれ 鳥井　和広 高山　広也 山本　伊織 福山　裕康 山西　雅典 松尾　正樹

13 HPGﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 寄谷　純治 川上　俊幸 下崎　正浩 熊谷　聡一郎 影田　康隆 山口　博幸 青木　康彦

14 NRC 福田　達雄 見立　恵己 若宮　斉 今村　公昭 小林　有光 行友　伸介

16 HCU・B 三元　信幸 中村　眞治 栗栖　千裕 和木坂　俊三

17 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝB 山本　智久 吉村　修 恵美　紀行 小林　通男 林　要 松阪　康雄

19 ラフ＆ラフ 福田　慎一郎 高尾　健一郎 坂井　登志夫 祖母井　孝太

20 HWTC 仏円　浩夫 東　浩司 兼森　臣示　 佐々木　正弘 吉井　陽造 柴田　亨

21 広島大学歯学部B 竹内　淳平 中田　穣 堀　敦博 定兼　啓倫

22 はつしばクラブ 井川　満 ト部　晃太郎 吉田　博 中村　則夫 中山　茂 田辺　昌彦 尼子　晴久 佃　浩行

24 B-WAVE 石原　淳緒 澄川　真幸 後藤　典史 山村　建二 松本　秀士

25 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝD 間　慎也 冨部　挙志 山田　一貴 内海　達也 石井　智久 三田　瑛充 安部　歩

27 エムジェイズ 引地　敏幸 砂岡　義文 懸川　俊男 山下　哲郎 大井　博文 福山　智徳 中川　勝成 前川　邦弘

28 Tension 有田　伸矢 谷原　正規 木村　俊夫 鳥越　保 山本　誠一

29 CBTC 大久保　英崇　 高橋　俊一 廣川　正人 町野　崇夫 大江　建二 大谷　崇 大野　徹 河口　邦史

30 FLAPPERS 上里　学 佐伯　哲也 田中　晋 吉儀　圭一郎 木村　好宏

32 MHI‐広島 松下　洋一 羽場　克利 猪谷　彦太郎 水田　圭司 森本　和夫 黒岩　大也 松村　憲二 林　大作

NO.  6

クラブ対抗テニス・登録選手リスト

選　　　　　　　手　　　　　　　名

選　　　　　手　　　　　名



第36回　広島県クラブ対抗テニス選手権大会

　　　《　男子　Ｄ級　　》
NO チ－ム名

1 MHI‐広島 松枝　孝典 重村　修一 林　謙一郎 三和田　雄太 伊藤　恒雄 福間　康太

3 アシニス 鷲見　健作 長谷川　良仁 筒井　公喜 千須和　活之 福本　伸一 平本　良弘 河田　貴司 石木　誠治

4 大洲テニスクラブ 今井　直文 日原　洋昌 関永　和雅 中尾　博文 丸田　善也 丸山　順一

5 Free shot 福田　正則 岩政　竹文 値田　圭二 松本　一孝 香川　健仁

8 GREEN！GREEN！ 安藤　彰二 岡山　貴之 大原　秀俊 平野　裕介 頼実　尚之 澤井　猛 乾　貴世孝 岩島　正裕

9 マツダ(㈱)B 関藤　正 樋渡　善昭 伊藤　司 中嶋　隆夫 長門　清則

12 やすいそ庭球部 大林　宏司 上村　雅行 川島　永久 坪井　和彦 井上　健太 山本　純

13 HPGテニスクラブB 吉屋　浩人 金谷　新作 新谷　大典 槙原　雄太郎

16 Oui 仁井　俊光 植岡　崇 長郷　幸平 藤本　哲平 槙野　俊秀

17 あした天気になあれ 眞鍋　貴昭 竹本　直哉 才野　智和 姫野　孝司 濱本　幸典 　大橋　美貴典 渡辺　亮二

20 JSW 堀田　靖 須山　友樹 西上　雅 原本　千弘 住川　誠 明田　裕次郎

21 Atsuko 木村　好孝 浜岡　平吉 三宅　正治 室山　健治 河内　仁志 酒井　秀規 木村　優太

24 ドコモ中国支社 福間　久夫 渡邉　敏 丸下　和之 砂川　聖 吉田　一正

25 Tension 船本　道生 西村　守人 中村　真利 横手　崚 奥田　直緒基

28 アクエリアス 河上　清利 盛中　克郎 前藤　富雄 大谷　和久 吉岡　雄祐 大園　哲也

29 広島大学歯学部C 柏井　桂 印南　知哉 神尾　尚伸 永井　亮

30 HPGテニスクラブA 柿田　雅胤 野地　勇輝 渡邉　真功 勝部　悟

32 マツダ(㈱)A 梶川　寿 新宮　良二 浦出　秀男 上藤　和弘 野田　曜一 中村　大輔

　　　《　女子　Ａ級　　》
NO チ－ム名

1 Tension 石原　芽久美 石原　梨奈 名越　円香 中須賀　由依 中川　まみ 土田　晶子 松本　万里江 桑原　ゆかり

2 Team ADVANCE 風呂本　理矢 山本　康子 高松　麻由子 柏木　優子 丸岡　美記恵 田村　美穂 沢井　麗慧子 前原　詠子

3 やすいそ庭球部B 川島　知枝 河本　風香 中島　乃愛 西久保　絵里 林　美佐 米田　優芽 米田　莉奈 若狭　恵子

4 プレイメイト 中村　教子 有田　和江 中本　信枝 滝本　和美 米沢　知恵子 佃　美華 恵南　玲子 中村　幸子

5 ロイヤルﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 宮松　久子 江藤　末子 井上　亜紀 梅村　久美 北岡　朋子 田中　久美子 安村　美千代 亀井　美香

6 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 山本　沙織 宮本　真美 三浦　雪菜 長妻　遥奈 小林　瑞歩 道下　菜摘 二宮　真琴

7 T.JOH 松本　邦子 江口　貴江 原田　京子 西村　りえ 福井　由紀子 香川　節子 古市　祐子 安部　純代

8 やすいそ庭球部A 碓井　真希子 柏木　敦子 加藤　浩子 河村　秀子 戸田　ゆかり 藤井　理恵子 本多　里美 吉貞　奈穂美

　 　 　 　　 　 　 　 　 　

　　　《　女子　Ｂ級　　》
NO チ－ム名

1 TOUCH SHOT 上杉　千里 北村　榮子 河野　裕子 阪本　節子 前田　郁子 福原　昭子 山根　美智子 渡辺　美加

3 T-フレンズ 河内みどり 山田みどり 天野　直子 隅岡　悦 白川　典子 長船　恵美子 江川　京子 蔵重　輝子

4 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 宮地　ゆきえ 柳生　江美 熊谷　和美 中村　あき子 丸山　真奈美 今田　美智子

5 やすいそ庭球部A 伊藤　幸恵 門田　恵美 河野　弥生 南　英子 安村　恵子 山口　かずよ 脇田　直子

6 プレイメイト 濱井　隆子 佐々木　登美江 若本　早苗 山口　美鈴 藤井　泰子 武内　庸子 高田　早苗

7 山の上テニスクラブ 西村　洋子 長久　由佳 横山　裕美 西見　浩美 池田　満美子 春日　孝子 田中　千智

8 マルベリーTC 丸橋　令子 日山　里美 藤原　チエミ 研　深雪 上前　千恵 古田　初枝 坂倉　浩美 小笠原　裕子

9 アキラITC 中西　信子 児玉　好美 真部　友紀 高橋　理恵 長谷川　富子 香川　夕子

10 フットルース 坂本　真紀 藤原　加恵 藤田　綾美 藤田　麻衣子 桃谷　文 新玉　倫子 桑田　伸子　　 斉藤　由香里

11 チームTK 大本　英子 川井　貴子 井上　陽子 福原　順子 山室　富士枝 門野　浩未 高浜　和子 岡崎　優利

12 やすいそ庭球部B 川口　敏恵 高野　さゆり 内藤　淳子 西村　万由美 林　由美 三浦　美央

13 HCU 繁村　宏美 藤本　由委 高橋　沙緒理 重安　亜矢子 西亀　あすみ 三浦　友実

14 みなみ坂TS 上竹　初枝 中野　聡子 中田　妙美 清水　香也子 清水　明日香 安部　恵子

16 西条ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大坂　幸見 戸村　千花子 栗田　美保 地村　洋子 竹広　尚美 原　治子 松永　公子 鍵田　裕美子

　　　《　女子　Ｃ級　　》
NO チ－ム名

1 TOUCH SHOT 井東　律子 新宅　玲子 造住　真由美 大作　佳津 田岡　千明 奈波　真喜子 藤岡　佳子 藤田　美知代

3 みなみ坂TS 宮崎　真由実 森島　尚子 武藤　悦世 焼家　浩子 執行　めぐみ 加川　宣子 村谷　あけみ 小原　美穂

4 ＭＴＲ 上田　実鈴 山田　恵美 大下　真紀恵 亀岡　かほる 平田　維 原田　麻美子 槙平　佳代 河本　礼子

5 五日市TC 庄司　佳子 長谷部　洋子 高山　詠子 片岡　篤美 沢田　美秀子 井上　かや 竹本　晴美 倉本　美雪

8 リョーコーTC・Ａ 北村　千恵利 倉住　陽子 坂本　真由美 坂本　まゆみ 住岡　みどり 夛田　順子 谷本　かなえ

9 広島大学　歯学部 河島　麻里 比嘉　千亜己 井上　小百合 諏訪　百合子 武藤　未央 佐藤　文香 櫻本　亜弓

12 やすいそ庭球部 新井　美乃 石井　幸代 川本　美保 川本　由紀子 近藤　光代 渋谷　治美 中野　英子 望戸　洋子

13 Tension 代田　久美子 清水　聡美 藤岡　祥子 白神　美輪 斉藤　ひとみ 坂本　みどり 栗原　美香 石原　美智子

14 リョーコーTC・Ｂ 小笠原　早苗 村岡　志保 陣内　君枝 松浦　麻里 中本　直美 来海　充代 半野　セツ子

16 アキラITC 矢野　邦子 小肩　珠美 河村　治子 岡崎　美和子 俵　智子 船田　喜久美

　　　《　女子　Ｄ級　　》
NO チ－ム名

1 ＭＴＲ 鍵本　頼子 坂本　奈津子 望月　有子 隅田　美香 樋口　夕美子 山本　美沙子 坪井　澄枝 梅村　啓子

3 楽々園GTC 妹尾　悦子 福場　三枝子 中尾　麻里 橋平　美由紀 上杉　ミドリ 山根　雅栄 中村　真希 藤江　亜紀子

4 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 中谷　果奈美 久保田　彩 坂本　夏海 平本　梨花子 高雄　瑠麻 藤木　祐衣

5 チームTK 石田　敬子 久保　理加 小杉　知子 和泉　加奈子 小林　浩子 石田　実穂

6 あした天気になあれ 西川　ひろみ 眞鍋　美枝 渡辺　恵子 川崎　貴美子 川崎　美和子 池辺　陽子 上地　好重 川本　奈穂

7 マツダ（㈱） 大久保　和佳子 田中　浩美 本廣　亮子 野口　真希子 片山　さやか 吉川　淳子 日野　里美 上原　可奈子

8 やすいそ庭球部 糸魚川　賀代子 角本　幸予 川島　浩子 坪井　万里 長田　美幸 原田　由美 吉田　博子 米田　美佳

NO.  7

選　　　　　手　　　　　名

選　　　　　手　　　　　名

選　　　　　手　　　　　名

選　　　　　手　　　　　名

選　　　　　手　　　　　名
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