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【広島県テニス協会　大会運営委員会】

第33回　全日本都市対抗テニス大会　県予選
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１Ｒ

対戦結果 尾道市 ２対５ 呉市 対戦結果 東広島市 ７対０ 三原市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

桃谷　　文 6-8 楠本　美希 田中 江奈 8-0 森本 理恵

小倉 美奈子 川本 康素子 岩坂 美希 崎本由香里

博田　　太 5-8 浦野　圭介 山口　高史 8-5 崎本　明宏

松尾 浩太郎 西本　大亮 奥田　努 冨田　祐介

岩瀬　幸恵 6-8 谷本 由美 宮松 久子 8-１ 川瀬　好江

箱田 后衣子 平松美保子 江藤 末子 島迫　順子

三次　浩平 8-4 大谷竹五郎 妹尾 幸治 8-5 竹原　　茂

迫田　憲司 大田　幹夫 古土井 悠 久保川勝幸

東  政登 1-8 増田 哲郎 松浦 寿司 8-２ 藤木　恵一

川畑　洋二 浜崎 雅彦 関矢　寛史 川瀬　純一

桃谷　　文 5-8 大成 紀子 田中 江奈 8-3 石井　悦子

小川　貴志 8-3 大中　拓也 一宮　　拓 8-4 冨田　祐介

２Ｒ

対戦結果 広島市 ７対０ 呉市 対戦結果 東広島市 ６対１ 福山市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

宮本 絵梨香 8-１ 楠本　美希 田中 江奈 8-3 池見　廣枝

西久保 絵里 川本 康素子 岩坂 美希 服部　由希

菅原　高迅 8-２ 浦野　圭介 山口　高史 6-8 松石　和典

松村　　亮 西本　大亮 奥田　努 金島　和司

秋吉　　緑 ９-７ 谷本 由美 宮松 久子 8-0 眞田　美樹

中川　まみ 平松美保子 江藤 末子 永川　寿子

浜本 幸男 8-２ 大谷竹五郎 妹尾 幸治 8-5 東田　秀也

下西正比古 大田　幹夫 古土井 悠 若林　　栄

西田 雄二 8-3 増田 哲郎 松浦 寿司 8-4 高尾　秀一

佐々木俊雄 浜崎 雅彦 関矢　寛史 原田　好美

宮本 絵梨香 8-3 大成 紀子 田中 江奈 ９-７ 山内　美里

菅原　高迅 8-２ 大中　拓也 一宮　　拓 8-3 松石　和典

決勝 順位戦 ３～4位

対戦結果 広島市 ４対３ 東広島市 対戦結果 呉市 １対６ 福山市
選手名 スコア 選手名 選手名 スコア 選手名

宮本 絵梨香 9-7 田中 江奈 楠本　美希 8-4 池見　廣枝

西久保 絵里 岩坂 美希 川本 康素子 服部　由希

菅原　高迅 8-5 山口　高史 浦野　圭介 3-8 松石　和典

松村　　亮 奥田　努 西本　大亮 金島　和司

秋吉　　緑 4-8 宮松 久子 谷本 由美 2-8 眞田　美樹

中川　まみ 江藤 末子 平松美保子 永川　寿子

浜本 幸男 8-6 妹尾 幸治 大谷竹五郎 3-8 東田　秀也

下西正比古 古土井 悠 大田　幹夫 若林　　栄
55才男子Ｄ 55才男子Ｄ

一般男子Ｄ 一般男子Ｄ

45才女子Ｄ 45才女子Ｄ

一般男子Ｄ 一般男子Ｄ

一般女子Ｄ 一般女子Ｄ

一般男子Ｓ

45才女子Ｄ

55才男子Ｄ

45才男子Ｄ

一般女子Ｓ

一般男子Ｓ

一般男子Ｓ 一般男子Ｓ

一般女子Ｄ 一般女子Ｄ

45才男子Ｄ 45才男子Ｄ

一般女子Ｓ 一般女子Ｓ

45才女子Ｄ 45才女子Ｄ

55才男子Ｄ 55才男子Ｄ

45才女子Ｄ

55才男子Ｄ

45才男子Ｄ

一般女子Ｓ

一般男子Ｄ 一般男子Ｄ

第３３回　全日本都市対抗テニス大会　県予選

試　　　合　　　結　　　　果

一般女子Ｄ 一般女子Ｄ



西田 雄二 4-8 松浦 寿司 増田 哲郎 2-8 高尾　秀一

佐々木俊雄 関矢　寛史 浜崎 雅彦 原田　好美

宮本 絵梨香 6-8 田中 江奈 大成 紀子 6-8 山内　美里

松村　亮 9(3)8 一宮　　拓 大中　拓也 4-8 金島　和司

順位戦 ５～６位

対戦結果 尾道市 ２対５ 三原市
選手名 スコア 選手名

桃谷　　文 3-8 森本 理恵

小倉 美奈子 崎本由香里

博田　　太 4-8 崎本　明宏

松尾 浩太郎 冨田　祐介

岩瀬　幸恵 4-8 川瀬　好江

箱田 后衣子 島迫　順子

三次　浩平 8-4 竹原　　茂

迫田　憲司 久保川勝幸

東  政登 8-6 藤木　恵一

川畑　洋二 川瀬　純一

小倉 美奈子 5-8 石井　悦子

小川　貴志 3-8 冨田　祐介

45才男子Ｄ

一般女子Ｓ

一般男子Ｓ

一般女子Ｄ

一般男子Ｄ

45才女子Ｄ

55才男子Ｄ

一般女子Ｓ 一般女子Ｓ

一般男子Ｓ 一般男子Ｓ

45才男子Ｄ 45才男子Ｄ



2009年　４月１１日（土）・ １２日（日） 　　　　　　　　　三原運動公園テニスコ－ト

広島市 福山市 東広島市 三原市 呉市 尾道市

浜本　幸男 橋本　秀行 西川　弘晃 内田　雄司 大谷 竹五郎 三次　浩平

永川　寿子 下竹　康成 内田　雄司 谷本　由美

一　般 男　子 菅原　高迅 松石　和典 一宮　　拓 冨田　祐介 大中　拓也 小川　貴志

松村　　亮 金島　和司 奥田　 努 冨田　陽介 西本　大亮 博田　　太

山口　高史 崎本　明宏 浦野　圭介 松尾 浩太郎

宮本 絵梨香 山内　美里 田中　江奈 石井　悦子 大成　紀子 桃谷　　文

一　般 女　子
西久保 絵里 池見　廣枝 岩坂　美希 崎本 由香里 楠本　美希 小倉 美奈子

服部　由希 森本  理恵 川本 康素子

松浦　寿司

西田　雄二 高尾　秀一  寺尾　佳雄 川瀬　純一 増田　哲郎 東　 政登

45才以上 男　子 関矢　寛史

佐々木 俊雄 原田　好美  二川　　清 藤木　恵一 浜崎　雅彦 川畑　洋二

45才以上 女　子 秋吉　　緑 眞田　美樹 江藤　末子 川瀬　好江 平松 美保子 岩瀬　幸恵

　

中川　まみ 永川　寿子 宮松　久子 島迫　順子 谷本　由美 箱田 后衣子

55才以上 男　子 浜本　幸男 東田　秀也 古土井 悠 竹原　　茂 大谷 竹五郎 迫田　憲司

下西 正比古 若林   栄 妹尾　幸治 久保川 勝幸 大田　幹夫 三次　浩平
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