
近藤　宏樹 北畠　史基 田村　義彦　 平岡　晃信 村川　収
永原　賢造 岡部　直樹 石堂　廣士 小川　雄大 寺本　嵩史

若元　一樹

川畑　渚 山田　愛子 西　　愛美 宮本　真美 長　布紗子
壷倉　　花 岡田　　彩 一宮　　鈴 吉原　叔恵 志賀さおり

岩坂　美希
男子 高尾　康弘 常村　和仁 麻原　教二 鶴我　盛裕 伊藤　忠則

ベテランⅠ部 勝本　幸治 小谷　桂介 難波　謙詞 宮地　達哉 藤田　康忠

男子 売豆紀　忠 岡田　忠彦 貞政　和男 西田　雄二 広石　　睦
ベテランⅡ部 長島　清文 田渕　一夫 塩山　　泰 佐々木俊雄 藤岡　修美

今田由美子 谷口　恵子 山田　智子 宮松　久子 竹嶋　久美
女子ベテラン 秋鹿　恭子 嶋田　敬子 松田　知子 江藤　末子 藤井　香織

監督 高尾　康弘 常村　和仁 土居　和行 西田　雄二 山本　哲也
マネージャー 小谷　桂介 小前　昭人 岩坂　美希

１位～３位の順位は取得試合数による。

選手一覧表

一般男子

一般女子

松江市 鳥取市 岡山市 広島市 周南市

第３５回全日本都市対抗テニス大会　中国予選大会

勝敗 取得試合数 順位

１．松江市

松江市 鳥取市 岡山市 広島市 周南市

２．鳥取市

４位

０－７ ０－４

５．周南市

４－３

６－１ ７－０

３－４

３．岡山市

４．広島市

５位

２－５ １－６ １－６

３－４

１－６ ４－３ ３位

３－４ ３－１ ２２ １位

１－６ ０－７

ＲＥＦＥＲＥＥ：Ｙ．ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ

２０１１年５月２８日～２９日　　於：広島県尾道市びんご運動公園テニス場　

４－３

６－１ ７－０ ６－１

５－２ ６－１

３－１ ２０

１－３

2位
試合順序：１．①ｘ②、③ｘ④　２．①ｘ③、②ｘ⑤　３．①ｘ④、③ｘ⑤　４．①ｘ⑤、②ｘ④　５．②ｘ③、④ｘ⑤

３－１ １６



一　般 近藤　宏樹 北畠　史基 一　般 田村　義彦 平岡　晃信 一　般 近藤　宏樹 田村　義彦 一　般 北畠　史基 村川　　収

男子複 永原　賢造 岡部　直樹 男子複 石堂　廣士 小川　雄大 男子複 永原　賢造 石堂　廣士 男子複 岡部　直樹 寺本　嵩史

一　般 川畑　　渚 山田　愛子 一　般 西　　愛美 宮本　真美 一　般 川畑　　渚 西　　愛美 一　般 山田　愛子 長　布紗子

女子複 壷倉　　花 岡田　　彩 女子複 一宮　　鈴 吉原　叔子 女子複 壷倉　　花 一宮　　鈴 女子複 岡田　　彩 志賀さおり

男子ベテラン 高尾　康弘 67 常村　和仁 男子ベテラン 麻原　教二 鶴我　盛裕 男子ベテラン 高尾　康弘 麻原　教二 男子ベテラン 常村　和仁 伊藤　忠則

Ⅰ部複 勝本　幸治 (2) 小谷　桂介 Ⅰ部複 難波　謙詞 宮地　達哉 Ⅰ部複 勝本　幸治 難波　謙詞 Ⅰ部複 小谷　桂介 藤田　康忠

男子ベテラン 売豆紀　忠 岡田　忠彦 男子ベテラン 貞政　和男 西田　雄二 男子ベテラン 売豆紀　忠 貞政　和男 男子ベテラン 岡田　忠彦 広石　　睦　

Ⅱ部複 長島　清文 田渕　一夫 Ⅱ部複 塩山　　泰 佐々木俊雄 Ⅱ部複 長島　清文 塩山　　泰 Ⅱ部複 田渕　一夫 藤岡　修美

女　子 今田由美子 谷口　恵子 女　子 山田　智子 宮松　久子 女　子 今田由美子 山田　智子 女　子 谷口　恵子 竹嶋　久美

ベテラン複 秋鹿　恭子 嶋田　敬子 ベテラン複 松田　知子 江藤　末子 ベテラン複 秋鹿　恭子 松田　知子 ベテラン複 嶋田　敬子 藤井　香織

一　般 一　般 一　般 一　般

男子単 男子単 男子単 男子単

一　般 一　般 一　般 一　般

女子単 女子単 女子単 女子単

一　般 近藤　宏樹 平岡　晃信 一　般 田村　義彦 村川　　収 一　般 近藤　宏樹 村川　　収 一　般 北畠　史基 小川　雄大

男子複 永原　賢造 小川　雄大 男子複 石堂　廣士 寺本　嵩史 男子複 永原　賢造 寺本　嵩史 男子複 岡部　直樹 若元　一樹

一　般 川畑　　渚 宮本　真美 一　般 西　　愛美 長　布紗子 一　般 川畑　　渚 長　布紗子 一　般 山田　愛子 宮本　真美

女子複 壷倉　　花 岩坂　美希　 女子複 一宮　　鈴 志賀さおり 女子複 壷倉　　花 志賀さおり 女子複 岡田　　彩 岩坂　美希　

男子ベテラン 高尾　康弘 鶴我　盛裕 男子ベテラン 麻原　教二 伊藤　忠則 男子ベテラン 高尾　康弘 伊藤　忠則 男子ベテラン 常村　和仁 鶴我　盛裕

Ⅰ部複 勝本　幸治 宮地　達哉 Ⅰ部複 難波　謙詞 藤田　康忠 Ⅰ部複 勝本　幸治 藤田　康忠 Ⅰ部複 小谷　桂介 宮地　達哉

男子ベテラン 売豆紀　忠 西田　雄二 男子ベテラン 貞政　和男 広石　　睦　 男子ベテラン 売豆紀　忠 広石　　睦　 男子ベテラン 岡田　忠彦 西田　雄二

Ⅱ部複 長島　清文 佐々木俊雄 Ⅱ部複 塩山　　泰 藤岡　修美 Ⅱ部複 長島　清文 藤岡　修美 Ⅱ部複 田渕　一夫 佐々木俊雄

女　子 今田由美子 宮松　久子 女　子 山田　智子 竹嶋　久美 女　子 今田由美子 竹嶋　久美 女　子 谷口　恵子 宮松　久子

ベテラン複 秋鹿　恭子 江藤　末子 ベテラン複 松田　知子 藤井　香織 ベテラン複 秋鹿　恭子 藤井　香織 ベテラン複 嶋田　敬子 江藤　末子

一　般 ６７ 一　般 一　般 一　般
男子単 （４） 男子単 男子単 男子単
一　般 一　般 ７６ 一　般 一　般
女子単 女子単 （４） 女子単 女子単

山田　愛子 ２６ 岩坂　美希　壷倉　　花 ０６ 岩坂　美希　 西　　愛美 長　布紗子 壷倉　　花 ２６ 志賀さおり

永原　賢造 ６３ 寺本　嵩史 北畠　史基 １６ 平岡　晃信近藤　宏樹 平岡　晃信 石堂　廣士 ６０ 寺本　嵩史

３６ ７５ ２６ ３６

２６ ７５ ２６ １６

１６ ４６ ０６ １６

１６ ２６ １６ １６

種目 鳥取市 ０－７ 広島市

６４ ３６ ０６ ４６

４－３ 周南市 種目 松江市 １－６ 周南市種目 松江市 １－６ 広島市 種目 岡山市

壷倉　　花 ０６ 西　　愛美西　　愛美 ５７ 吉原　叔子

周南市

６２ ３６

０６ １６

種目 鳥取市

６０

山田　愛子 ０６ 長　布紗子

４６ 石堂　廣士 北畠　史基 １６ 寺本　嵩史２６ 平岡　晃信

広島市

０６

４６

１６

０６

６２

２６

３６ １６

０６ ４６

０－７

近藤　宏樹

16

61

61

61

種目

詳　　　細　　　結　　　果

種目 岡山市 １－６松江市 4-3 鳥取市

61

16

永原　賢造 北畠　史基

壷倉　　花 岡田　　彩

種目 松江市 ２－５ 岡山市

石堂　廣士



一　般 北畠　史基 田村　義彦 一　般 小川　雄大 村川　　収

男子複 岡部　直樹 石堂　廣士 男子複 若元　一樹 寺本　嵩史

一　般 山田　愛子 西　　愛美 一　般 宮本　真美 長　布紗子

女子複 岡田　　彩 一宮　　鈴 女子複 岩坂　美希　 志賀さおり

男子ベテラン 常村　和仁 麻原　教二 男子ベテラン 鶴我　盛裕 伊藤　忠則

Ⅰ部複 小谷　桂介 難波　謙詞 Ⅰ部複 宮地　達哉 藤田　康忠

男子ベテラン 岡田　忠彦 貞政　和男 男子ベテラン 西田　雄二 広石　　睦　

Ⅱ部複 田渕　一夫 塩山　　泰 Ⅱ部複 佐々木俊雄 藤岡　修美

女　子 谷口　恵子 山田　智子 女　子 宮松　久子 ６７ 竹嶋　久美

ベテラン複 嶋田　敬子 松田　知子 ベテラン複 江藤　末子 （３） 藤井　香織

一　般 ６７ 一　般
男子単 （２） 男子単
一　般 一　般
女子単 女子単

岡田　　彩 １６ 一宮　　鈴 宮本　真美 ６４ 長　布紗子

北畠　史基 石堂　廣士 平岡　晃信 ６０ 寺本　嵩史

４６ ４６

１６ ２６

４６

３－４ 周南市

６３ ６３

３６ ５７

種目 鳥取市 １－６ 岡山市 種目 広島市
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