
大会名 種目

A級 近藤　博子 （西条ＲＴＣ） 甲斐　順子 （ａｎｙ　ｔｉｍｅ）

B級 元原　美香 （やすいそ庭球部） 渡辺　朋子 （西条ＲＴＣ） 清水　聡美 （やすいそ庭球部） 河知　裕子 （みなみ坂ＴＳ）

C級 植田恵理加 （やすいそ庭球部） 飛梅由紀子 （ＺＯＮＥ） 渡辺　晴美 （ケセラ） 中丸　悦子 （ＳＩＺＥ）

D級 香川真理子 （庭球館） 荒木さおり （やすいそ庭球部） 山田　浩子 （ＴＣＳ） 濵ノ園昌美 （サンデーＴ.Ｃ）

50歳以上AB級 Aリーグ優勝 川田　利江 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） Bリーグ優勝 安村美千代 （やすいそ庭球部）

50歳以上CD級

山根　月美 （やすいそ庭球部） 岩田　麻美 （みなみ坂ＴＳ） 田中　靖子 （Ｍ＆遊） 原　実智子 （ＳＩＺＥ）
岡　　 くみ （西条ＲＴＣ） 松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 増本　真澄 （Ｍ＆遊） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ）

永井実加子 （ノア広島西） 山手　佳恵 （チームＴ.Ｋ） 谷　有美子 （五日市LTC） 山下美由紀 （ＺＯＮＥ）
堀　 栄子 （ノア広島西） 宮﨑真由実 （チームＴ.Ｋ） 津田登喜子 （アシニス） 井上美由紀 （ＮＢＴ.Ｇ.）

大賀左奈絵 （ＮＢＴ.Ｇ.） 脇坂　由香 （リョーコーＴ.Ｃ） 中島　志織 （ポコアポコ） 飛梅由紀子 （ＺＯＮＥ）
石下　春恵 （リョーコーＴ.Ｃ） 坪村　淳子 （リョーコーＴ.Ｃ） 近藤　光代 （ポコアポコ） 釜山貴美子 （ＺＯＮＥ）

松井　尚美 （ＺＯＮＥ） 本間　陽子 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 菅野キヨノ （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 北森由起子 （ＮＢＴ.Ｇ.）
中井久美子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 加藤　敦子 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 森　　里恵 （リョーコーＴ.Ｃ） 下田真由美 （ＮＢＴ.Ｇ.）

秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 山根　月美 （やすいそ庭球部） 原　実智子 （ＳＩＺＥ） 安村美千代 （やすいそ庭球部）
清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 大島　絵里 （ＺＯＮＥ） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 濵尾　優子 （Ｍ＆遊）

永井実加子 （ノア広島西） 山本あゆ美 （みなみ坂ＴＳ） 瀧都美由紀 （ＮＢＴ.Ｇ.） 宮澤　紀子 （福山ロイヤル）
堀　 栄子 （ノア広島西） 山下　静香 （やすいそ庭球部） 遠藤由美子 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 野口　利香 （ＳＴＴ）

飛梅由紀子 （ＺＯＮＥ） 栗原　美香 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 高橋　範子 （ノア広島西） 繁田真千子 （エンドレス）
釜山貴美子 （ＺＯＮＥ） 長尾　志乃 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 市原奈七子 （ノア広島西） 窪垣内美加 （エンドレス）

中川　まみ （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 清原美加子 （やすいそ庭球部）
峠　　俊子 （西条ＲＴＣ） 山本千代子 （五日市LTC）

香川真理子 （庭球館） 和泉　早希 （みなみ坂ＴＳ） 山根美智恵 （ＧＳＨ） 北森由起子 （ＮＢＴ.Ｇ.）
樋口　愛香 （庭球館） 古川　智恵 （リョーコーＴ.Ｃ） 濱田　睦美 （ＧＳＨ） 下田真由美 （ＮＢＴ.Ｇ.）

岩田　麻美 （みなみ坂ＴＳ） 梶岡智佳子 （やすいそ庭球部） 岡本　幸美 （チームＴ.Ｋ） 近藤　博子 （西条ＲＴＣ）
加藤　直美 （西条ＲＴＣ） 濵尾　優子 （Ｍ＆遊） 宮腰　清美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 甲斐　順子 （ａｎｙ　ｔｉｍｅ）

今田美智子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 安村美千代 （やすいそ庭球部） 大下　直子 （ポコアポコ） 野崎　和子 （福山ロイヤル）
伊藤　幸恵 （やすいそ庭球部） 山口かずよ （Ｍ＆遊） 丸田恵津子 （ポコアポコ） 赤木　雅子 （フレンズ）

安村美千代 （やすいそ庭球部） 秋吉　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 北岡　朋子 （西条ＲＴＣ） 石川　桐子 （西条ＲＴＣ）
山根　月美 （やすいそ庭球部） 宮松　久子 （西条ＲＴＣ） 加藤　直美 （西条ＲＴＣ） 向井かつみ （福山ロイヤル）

磯兼美由紀 （やすいそ庭球部） 己斐　恵子 （Ｔ−Ｓｔｅｐ） 牛尾久美子 （Ｓｈｕ３） 三浦　美央 （やすいそ庭球部）
松元さゆり （西条ＲＴＣ） 井上美由紀 （ＮＢＴ.Ｇ.） 高田智加子 （Ｓｈｕ３） 宮腰　清美 （ＮＢＴ.Ｇ.）

土田　雅子 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 坂田　晴美 （ＩＭＣ） 妹尾　悦子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ） 中島　香苗 （やすいそ庭球部）
杉山久美子 （庭球館） 安食真奈美 （チームＴ.Ｋ） 福場三枝子 （楽々園Ｇ.Ｔ.Ｃ） 片山くるみ （ＮＢＴ.Ｇ.）

風呂本理矢 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 杉内左知子 （五日市ＬＴＣ） 片山八寿代 （ケセラ） 藤井　泰子 （プレイメイト）
藤井理恵子 （ケセラ） 谷　有美子 （五日市ＬＴＣ） 西原　英子 （テニスメイト） 田中　久子 （フォーティ.ワン）

三田真理子 （五日市ＬＴＣ）
河野まり子 （五日市ＬＴＣ）

岩田　麻美 （みなみ坂ＴＳ） 大島　絵里 （ＺＯＮＥ） 加村　真美 （西条ＲＴＣ） 岩崎　京子 （やすいそ庭球部）
松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 三好かずみ （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 近藤　博子 （西条ＲＴＣ） 戸田ゆかり （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ）

清原美加子 （やすいそ庭球部）
藤井理恵子 （ケセラ）

清原美加子 （やすいそ庭球部） 安村美千代 （やすいそ庭球部） 今田美智子 （ＮＢＴ.Ｇ.） 北岡　朋子 （西条ＲＴＣ）
藤井理恵子 （ケセラ） 塚本　直美 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 伊藤　幸恵 （やすいそ庭球部） 加藤　直美 （西条ＲＴＣ）

亀井　美香 （やすいそ庭球部） 熊谷　和美 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ）
増本　真澄 （Ｍ＆遊） 丸山　真澄 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ）

地村　洋子 （西条ＲＴＣ） 加村　真美 （西条ＲＴＣ） 丸山真奈美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 松田　智美 （ＮＢＴ.Ｇ.）
村上　博美 （西条ＲＴＣ） 近藤　博子 （西条ＲＴＣ） 井川　美穂 （ＮＢＴ.Ｇ.） 濵尾　優子 （Ｍ＆遊）

大古場光江 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 永井実加子 （ノア広島西） 若元　早苗 （やすいそ庭球部） 嶋田　晶子 （Ｓｈｕ３）
遠藤由美子 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 堀　　栄子 （ノア広島西） 二川　夏子 （生協会員） 藤井　敦子 （Ｓｈｕ３）

金山久美子 （やすいそ庭球部） 安村美千代 （やすいそ庭球部） 松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 桑原ゆかり （Ｔｅｎｓｉｏｎ）
藤原　加恵 （やすいそ庭球部） 濵尾　優子 （Ｍ＆遊） 松田　智美 （ＮＢＴ.Ｇ.） 井上　亜紀 （西条ＲＴＣ）

堀　 栄子 （ノア広島西） 大和　美香 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 河内　由香 （やすいそ庭球部） 村田多佳子 （やすいそ庭球部）
永井実加子 （ノア広島西） 山本　佐織 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 植田恵理加 （やすいそ庭球部） 清水　直子 （みなみ坂ＴＳ）

川原　千佳 （アシニス） 執行めぐみ （みなみ坂ＴＳ） 土田　雅子 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 清水真由美 （リョーコーＴ.Ｃ）
大和　嬉子 （庭球館） 松本　有紀 （リョーコーＴ.Ｃ） 杉山久美子 （庭球館） 大賀左奈絵 （ＮＢＴ.Ｇ.）

和泉　早希 （みなみ坂ＴＳ） 本間　陽子 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 濵ノ園昌美 （サンデーＴ.Ｃ） 塩出　京子 （福山ロイヤル）
古川　智恵 （リョーコーＴ.Ｃ） 加藤　敦子 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 瀬尾　暁子 （ＺＯＮＥ） 有田　典子 （ＳＴＴ）

菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 平田　朋子 （西条ＲＴＣ）
岡　　 くみ （西条ＲＴＣ） 榊　　斉子 （ａｎｙ　ｔｉｍｅ）

大古場光江 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 山本あゆ美 （みなみ坂ＴＳ） 小出　容子 （福山ロイヤル） 清水　聡美 （やすいそ庭球部）
遠藤由美子 （Ｔ.ｂｏｎｂｏｎ） 山下　静香 （やすいそ庭球部） 中村あき子 （ａｎｙ　ｔｉｍｅ） 高野さゆり （やすいそ庭球部）

壇上　詠子 （ＧＳＨ） 長谷川静恵 （フレンズ）
赤繁　由香 （ＧＳＨ） 髙橋　貴子 （フレンズ）

甲斐　仁美 （福山ロイヤル） 平本　良子 （ＳＴＴ） 塩出　京子 （福山ロイヤル） 本間　陽子 （ＵＰ．Ｓｅｔ）
橘　　喜子 （ＧＳＨ） 広田万知子 （ＳＴＴ） 有田　典子 （ＳＴＴ） 加藤　敦子 （ＵＰ．Ｓｅｔ）

シングルスカップ（Ｃ級）

シングルスカップ（Ｄ級）

クイーンズカップ（C級）、支部長杯（C級）、桑名杯、プリンセスカップ（C級）

シングルスカップ（B級）、クイーンズカップ（B級・D級）、支部長杯（B級）

プリンセスカップ（B級・D級）、JLTF広島B級・Ｃ級・Ｄ級ダブルス大会（B級・D級）

ソニー生命カップ第40回
全国レディーステニス大会

＜広島県大会＞

三
位

四
位

今年度昇格者：氏名に下線付きで表示

決勝大会出場：背景色ありで表示

＜2018年度の昇格＞　昇格基準はドロー数や大会によって異なります。登録級は市と同じです。

ベスト４まで：

準優勝まで：

優勝のみ：

D級

D級

第22回
JLTF広島

B級C級D級
ダブルス大会

Ａ級

C級

B級

B級

C級

C級

第21回
プリンセス

カップ

A級

第25回
レディス

レインボー
カップテニス

2018
<広島県予選大会>

シニア

A級

B級

55歳以上
CD級

クレスト６０代表選考会

第20回
ＪＬＴＦ広島
ベテラン
選手権

50歳以上
CD級

50歳以上
B級

55歳以上
AB級

四
位

50歳以上

50歳以上
A級

桑名杯レディーステニス大会2018
by　DUNLOP<決勝大会>

第16回
ピンクリボン
レディース
テニス大会

＜広島県大会＞

一般
三
位

C級

60歳以上

B級

D級

第32回
支部長杯

A級

C級

不成立

第17回
クィーンズ

カップ

A級

B級

2018年度　女子連大会結果表2018年度　女子連大会結果表2018年度　女子連大会結果表2018年度　女子連大会結果表
優勝 準優勝 三位
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