
<1> 主　　　催 ：広　島　県　テ　ニ　ス　協　会

<2> 後　　　援 ：広島県教育委員会 （公益財団法人）広島県体育協会
：広島市 （公益財団法人）広島市スポ－ツ協会

<3> 協　　　賛 ：(株）　ダ　ン　ロ　ッ　プ　ス　ポ　－　ツ マ ー ケ テ ィ ン グ

<4> 開催期日 ：2014年12月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14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　　・　D　級 《　3　D　》

*女子C級はエントリー不足の為、不成立となりました。

<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。

<11> ル　－　ル ：ＪＴＡ｢テニスルールブック２０１４｣によります。

<12> 服　　　装 ：ＪＴＡ｢テニスルールブック２０１４｣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－　…　 原田　京子
：ト－ナメント・レフェリ- 　   …  北岡　朋子
：アシスタント・レフェリ- 　   …  亀井　美香

<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．表彰は、エントリー数によって、異なります。
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。

⑤12/6（土）は、Ｊリーグの試合が予定されているため、第２駐車場が制限されます。

なるべく乗り合わせて,ご来場いただきますようご協力お願い致します。

<19> 　090-7379-6197 (大会当日のAM8:30以降に連絡がつきます）

第４２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〕



第４２回　広島県ｸﾗﾌﾞ対抗テニス選手権

※　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。

※　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。
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第42回広島県クラブ対抗テニス選手権大会

【　　　　男　　子　　A　級　　　】

1 ながれもの 5 広島経済大学

2 BYE 6 ＭＨＩ－広島

シード　１、ながれもの　２、Since34

3 BYE 7 BYE

4 サザンクロス 8 Ｓｉｎｃｅ　34

【　　　　男　　子　　B　級　　　】

1 ﾗﾌ＆ﾗﾌ 9 Aテニスクラブ

2 BYE 10 ＮＯ　ＭＡＲＫ

3 チームY２ 11 打ち上げし隊☆

4 はいたっち 12 Chupa☆Chaps

5 マツダ（株）　Ａ 13 マツダ（株）　Ｂ

6 BYE 14 オンザマークＴＣ

7 ながれもの 15 BYE

8 金曜塾 16 ＪＳＷ

シード　１ラフ＆ラフ、　２、JSW
３・４  マツダ（株）　A ・　Chupa☆Chaps



第42回広島県クラブ対抗テニス選手権大会

【　　　　男　　子　　D　級　　　】

4

16 はいたっち 32 大洲テニスクラブ

シード　１、MHI-広島　２、大洲テニスクラブ

３・４  JSW・草津TC　

14 BYE 30 ながれもの

15 BYE 31 BYE

12 シャープTC 28 ＮＲＣ

13 ＣＢＴＣ 29 マツダ㈱　Ｂ

10 BYE 26 BYE

11 BYE 27 Pot Belly

8 すぱこんず 24 草津ＴＣ

9 ＪＳＷ 25 Good　time

6 BYE 22 BYE

7 マツダ㈱　Ａ 23 BYE

17 Scratch

かかしﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 20 NBテニスガーデン　Ⅰ

チームY2NA　Cramp 21

18

BYE

4

【　　　　男　　子　　C　級　　　】

1 ＭＨＩ－広島

BYE

3 NBテニスガーデン　Ⅱ 19

2 BYE

ＮＯ　ＭＡＲＫ 11 大州ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ3

1 NA Cramp 9 Good　time

2 BYE 10 ＮＴＴドコモ中国支社

5

ｼﾝｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 12 すぱこんず

5 シャープTC 13 マツダ㈱　Ｂ

6 MHI-広島 14 やすいそ庭球部

7 マツダ㈱　Ａ 15 BYE

8 矢野南ＴＣ 16 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

３・４  シャープTC・すぱこんず
シード　１、NA Cramp　２、NBテニスガーデン



シード１、ノアインドア広島西

3 NA　Cramp

【　　　　女　　子　　D　級　　　】

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 4

第42回広島県クラブ対抗テニス選手権大会

【　　　　女　　子　　A　級　　　】

【　　　　女　　子　　B　級　　　】

ﾁｰﾑＴＫ 17

3 ロイヤルテニスクラブ 7 ながれもの

BYE 18 BYE

1

3 やすいそ庭球部 19 BYE

ケ・セラ・セラ

2

4 ノアインドア広島西　B 20 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　A

5 五日市LTC 21 プレイメイト

6 BYE 22 BYE

7 マツダ㈱ 23 BYE

NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

8 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　D 24 サンデーテニスクラブ

9 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　B 25 Tennis bonbon

ノアインドア広島西　A 29 みなみ坂T.S

10 BYE 26 BYE

11 BYE 27

ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　C

15 BYE 31 BYE

12 MTR 28 アキラITC

13

1 ノアインドア広島西

2 アシニス

16

14 BYE

みなみ坂T.S

ＭＨＩ－広島 32 SIZE

1 西条ﾛｲﾔﾙTC-A 5 西条ﾛｲﾔﾙTC-B

2 ケ・セラ・セラ 6

4 M&遊 8 Tennis bonbon

シード　１、西条ﾛｲﾔﾙTC-A　２、Tennis bonbon

シード　１、チームTK　　２、SIZE
３・４、ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ-B ・サンデーテニスクラブ　

30

★  女子Ｃ級は、エントリー数不足の為、不成立となりました。



1 広島経済大学 国広　慎也 西村　　剣 岩田　寛史 大塚　遼平 松澤　大輝 平川　大二

2 Ｓｉｎｃｅ　34 武田　将孝 南　一郎 高村　秀 溝山　智樹 永原　賢造 武田　俊

3 ながれもの 沼田　眞吾 平野　晃義 渡辺　修宏 松尾  直樹 徳永　康宏 中嶋　崇士 岡田　浩明

4 サザンクロス 棗田　洋輔 大嶋　幸平 藤岡　光輝 松石　和典 金尾　敏弘 高山　　豊 成毛　宏充

5 ＭＨＩ－広島 山崎　浩希 東　武志 松永　大勳 森永　雄一朗 松村　憲一 小川　雄大 比本　征志

1 Aテニスクラブ 井上　崇 中吉　真秀 寺下　泰光 南部　克彦 大地  正樹 福間　　輝 福間　　誠

2 ＮＯ　ＭＡＲＫ 沖中　誠 池田　大輔 木村　好宏 山本　光太 吉儀　圭一郎 長尾　博行 永井　雅美 石橋　正秀

3 Chupa☆Chaps 上神　政也 中山　満 河野　克徳 仲井　強 高杉　和正 中原　光生 黒田　顕仁 江木　　満 延藤　　剛 槌西　一紀

4 ながれもの 秋吉　謙一郎 秋吉　大地 田部　英樹 山重　和久 今津　正博 深谷　泰之 下仲　総 佐伯 晋一郎 三島　裕人 藤井　良典

5 打ち上げし隊☆ 村田　清一 松根　達也 林　成司 有田　俊秀 長嶋　秀諭 世良　尚太 坂原　昂

6 チームY２ 木村　悦夫 富山　賢士 照井　真成 渡邊　輝文 大田　義之 辻間　貴幸 作間　　裕

7 オンザマークＴＣ 弘中　実 酒井　武博 幅野　浩司 義永  博美 若狭　圭 西本　広泰 吉田  精治 上村　隆志 押川　秀俊

8 金曜塾 宮地　達哉 山崎　実 川井　信太郎 高本　明 中川　勝範 田中　和男 田中　寧 石川　立興 山田　和敏

9 ＪＳＷ 須山　友樹 山田　満夫 東定　誠 木下　雅 秋本　達矢

10 はいたっち 神垣　聡一 佐々木　勇也 瀬川　宙 増田　康宏 立田　憲正 清水　誠

11 ﾗﾌ＆ﾗﾌ 中下　俊彦 桝谷　有吾 小西　雄太 蔦　真 大鹿　康造 多田　龍介 濱ノ園　俊

12 マツダ（株）　Ａ 寺北　康志 柳田　明義 永田　和也 水落　洋行 鮎川　良二郎

13 マツダ（株）　Ｂ 沖本　裕文 三好　雄二 森田　圭一 與那嶺　理 高原　慎二

1 大洲テニスクラブ 今井  直文 関永　和雅 山本　泰豊 後藤　昌彦 日原　洋昌 山田　宏

2 NBテニスガーデン　Ⅰ 青木　信之 河野　信行 鈴木　史郎 竹内　　修 松坂　康雄 松坂　悠哉 矢谷　敏治

3 NBテニスガーデン　Ⅱ 恵美　紀行 鎌倉　栄治 神原　幸雄 築城　浩巳 林　要 林　始 山本　智久

4 ながれもの 安澤　公哉 福原　史彦 氏平　直樹 四柳　泰希 黒須　万樹

5 チームY2 森下　孝夫 生田　陽彦 廣安　敬之 杉野　清隆 貞広　直哉 竹本　昌弘 松島　一博 山田　淳志

6 かかしﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 土屋　明夫 國宗　直之 中福　秀治 新山　佳尚

7 Pot Belly 若山　達也 大倉　優之介 上床　裕之 阪田　安彦 曽田　是則 三堂　之裕 中村　晃

8 シャープTC 宮本　健 今井　啓介 角　隆文 原　健悟 青野　英明 野津　良一 西元　和行

9 NA　Cramp 徳田真悟 藤田　尚也 山下　雅裕 高山　泰広 橋本　祐樹 野中　亮二 飯田　泰之

10 Good　time 門田　裕靖 羽立　一豊 杉浦　慎司 藤谷　和弘 木村　　勝 南部　祐志 安齋　裕貴

11 ＣＢＴＣ 河口　邦史 廣川　正人 野島　広樹 加藤　　翔 井上　尚哉 鳥居　達朗

12 ＭＨＩ－広島 古川　誠 松枝　孝典 若杉　一幸 伊藤　恒雄 松下　洋一 竹口　行男 森本　和夫 馬上　凌輔 大久保　優介 白地　貴之

13 草津ＴＣ 河上　清利 益田　英治 岡村　浩 姫路　力 浜本　知孝 中田　太一 柳幸　裕明 柳井　祥太

14 ＮＲＣ 見立　恵己 石上　満 竹友　伸介 福田　達雄 小林　有光 杉本　豊 高瀬　惣一

15 ＪＳＷ 山本　惟由 久隅　一也 常光　良彰 原本　千弘 住川　誠 山口　篤典 齊藤　雄太

16 Scratch 森光　恒介 村岡　誠也 上内　祐介 早川　友晶

17 すぱこんず 鳥越　大智 上木　創平 立花　　悟 江崎　里志 森政　雄策 林　　晃

18 はいたっち 杉本　浩一 山田　圭紀 高橋　佑治 古谷　旭 行松　健一 新屋　泰彦

19 マツダ㈱　Ａ 伊藤　司 中嶋　隆夫 吉田　直哉 山岡　健二 野田　曜一 中村　大輔

20 マツダ㈱　Ｂ 新宮　良二 大岡　正明 江藤　康生 一ノ宮　佳裕 田端　茂夫 本橋　真之 梶川　寿

男子　A級

男子　Ｂ級

男子　Ｃ級



1 やすいそ庭球部 岩尾　隆 岡村　俊二 川島　永久 鈴木　尚文 中島　一美

2 すぱこんず 下杉　高史 鈴木　貴之 中元　大介 中東　靖和 錦織　一貴 横山　和基 魚谷　俊文

3 シャープTC 大橋　昭彦 井上　善信 小林　　繁 坪谷　博 斉藤　　桂 羽田　充宏 松崎　和輝 鹿田　健朗

4 Good　time 城下　知也 加藤　竜美 橋奥　祐樹 山本　健策 原田　亮汰 小林　史明

5 ＮＯ　ＭＡＲＫ 佐藤　孝志 中村　和夫 河瀬　　巧 新谷　栄朗 的場　智広

6 大州ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 西村　公伸 新藤　重夫 小田　一博 丸山　順一 秋本　整一郎 丸田  善也

7 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 佐伯　篤志 滝本　純一 玉田　悦治 町原　亮 宮本　髙志

8 ｼﾝｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 丸田　壮一 用松　基敬 川向　祐太 谷川　翼 河口　彰大 新藤　　晃

9 MHI-広島 守　康孝 福間　康太 須々木　達也 草本　宏記 横山　光明 森永　隆平

10 NA Cramp 内田　法宏 田島　史章 小島　竜太 永友　宏樹 丸本　優 前田　靖史 福留　雄一郎 井上　立史

11 ＮＴＴドコモ中国支社 吉田　一正 砂川　聖 下岡　幸平 西岡　辰哉 渡邉　敏 平野　樹芳 福間　久夫

12 矢野南ＴＣ 相馬　忠寛 大沢　秀邦 桑田　茂 小平　豊 山本　和俊 島中　浩 下原　雄祐 網岡　恭史

13 マツダ㈱　Ａ 中川　勇作 大西　裕也 松本　直輔 細見　邦博 樋渡　善昭

14 マツダ㈱　Ｂ 長門　清則 高野　毅 仲岸　優 乾　正男 大内　将恭

男子　Ｄ級



1 M&遊 田中　靖子 増本　真澄 山口　かずよ 濱尾　優子 池田　満美子 古川　晴子 四方　紀子 直原　玲子

2 西条ﾛｲﾔﾙTC-A 江藤　末子 宮松　久子 清水　由佳 江田　志野 栃原　玲子 中野　幸恵 伊原　隆子 田中　久美子 桑原　京子 岡本　敦子

3 西条ﾛｲﾔﾙTC-B 地村　洋子 坂倉　浩美 加村　真美 吉野　由加 土肥　裕子 森田　百合子 近藤　博子 栗田　美保 石川　桐子 佐々木　雅美

4 ケ・セラ・セラ 河村　秀子 藤井　理恵子 片山　八寿代 児玉　好美 柏木　敦子 戸田　和美

5 ながれもの 秋吉　ひかる 西久保　絵里 井町　陽子 妹尾　真紀 岩田　麻美 繁村　宏美 渡辺　佳代 清田　千恵子

6 Tennis bonbon 竹嶋　久美 国広　順子 藤井　香織 戸田　ゆかり 川崎　佳香 中川　まみ 風呂本　理矢 三反田　多智子 熊谷　和美 森岡　寿恵

7 みなみ坂T.S 富田　直子 山崎　やよい 山本　明代 采原　知子 河野　良子 西本　晴美 倉永　尚美 上竹　初枝

8 ロイヤルテニスクラブ 加藤　直美 奥信　洋乃 井上　亜紀 北岡　朋子 岡　くみ 村上　博美 小西　直子

1 やすいそ庭球部 沖田　信子 川口　敏恵 高野　さゆり 高橋　涼子 林　由美 望戸　洋子 元原　美香

2 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 浅尾　泰子 岩田　順子 河野　裕子 阪本　節子 瀧都　美由紀 中村　良枝 藤川　礼子 宮腰　清美

3 ケ・セラ・セラ 大田　真由子 二上　睦子 小杉　知子 三浦　恭子 山田　みどり 林　浩子 河内　みどり 天野　直子

4 サンデーテニスクラブ 山本　祥子 福山　智美 橋本　美智子 東　　初子 冨山　典子 鈴木　晴代 大賀　和恵 樫本　裕子 千田　幸恵 中村　　律

5 みなみ坂T.S 中川　礼子 中村　浩子 曽田　圭子 中田　妙美 畠岡　美千代 宮地　ゆきえ 白神　美輪 馬屋原　和子

6 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　A 中本　直美 小原　美穂 川本　美保 川本　由紀子 松浦　麻里 村岡　志保 陣内　君枝

7 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　B 新家　優巳 有本　園子 杉原　篤子 正木　典子 金谷　美香 松澤　明美 石田　由美子 水戸　元子 山本　明美 種橋　和子

8 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　C 亀岡　かほる 武内　佳恵 小竹　純子 池田　敬子 松尾　直美 小笠原　早苗 藤田　倫子 村田　多佳子

9 ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ　D 谷本　かなえ 北村　千恵利 己斐　恵子 坂木　真由美 嶋田　晶子 桑原　孝子

10 SIZE 川上　満恵 井上　かや 片岡　篤美 水戸　雅子 岩田　久美子 田中　エミ 花本　恵子 税田　みどり

11 五日市LTC 笹木　さな江 杉内　左知子 濱崎　みゆき 谷　有美子 佐伯　恭子 脇坂　洋子 河内　由香 小松　敏子

12 アキラITC 津本　和子 武田　亜里 吉武　かすみ 神原　佐智子 小肩　珠実 奥川　しおり 蔵田　千春

13 ﾁｰﾑＴＫ 福原　順子 高浜  和子 岡本　幸美 宮﨑　真由実 安村　恵子 坂本  典子 川井　貴子 松浦　明美

14 Tennis bonbon 山下　恵子 遠藤　由美子 木本　英子 山口　加代子 土井　京子 大古場　光江

15 ノアインドア広島西　A 松下　幸子 平井　昭子 古川　良子 大家　尚美 木村　明子 江野　かおり 寺田　幸枝 米澤　佐文

16 ノアインドア広島西　B 庄司　佳子 佐藤　舞 懸川　良恵 平野　美穂 長谷部　洋子 岡田　由香里 小宇羅　陽子 堀　栄子

17 MTR 上田　実鈴 鍵本　頼子 望月　有子 田中　晃代 槙平　佳代 坂本　奈津子 山尾　美和 清水　直子

18 ＭＨＩ－広島 片倉　なお子 中野　英子 山﨑　恵美 三宝　雅子 小柳　容子 西岡　道子 若元　早苗

19 マツダ㈱ 加藤　慶子 今井　洋子 宮﨑　奈々江 小池　麗 片山　さやか 恩田　江理 本廣　亮子 永田　亜紀子

20 プレイメイト 内海　良子 河口　千春 高田　早苗 二井　峰子 峯岡　美和 柳川　由貴 土倉　さおり 松尾　信子

1 NBﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 榎並　美佐子 北森　由起子 小林　悦子 高木　悦子 玉貞　淑子 宮迫　悦美 山下　瑞恵

2 NA　Cramp 石田　亜季子 森　敦子 奥田　あゆ美 近藤　由紀 前田　絵美 小川　桃花 吉永　祥子 相馬　早都美

3 ノアインドア広島西 中谷　泰子 小島　陽子 橋平　美由紀 菅原　千歳 風呂迫　時美 高橋　範子 河知　裕子 江草　登喜子 横山　千衣

4 アシニス 原田　幸恵 仲村　なおみ 河嵜　香子 津田　登喜子 川原　千佳 光森　翼 岩田　真紀子 西野　清子

女子　Ｄ級

女子　Ａ級

女子　Ｂ級
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