
大会名 種目

A級 西久保絵里 （ルネサンスＢＰＴ）

B級 長里　幸子 （庭球館） 藤山　亜紀 （ＮＢＴ．Ｇ．） 小林　園子 （西条RTC） 山田　沙苗 （ケセラ）

C級 高下　理恵 （ＮＢＴ．Ｇ．） 原田　歩美 （アシニス） 竹内　由香 （ＴＣＳ） 中村加代子 （やすいそ庭球部）

D級 南　　智美 （ルネサンスＢＰＴ） 沖村　明子 （チームC） 前﨑　妙子 （アシニス） 竹内　知世 （庭球館）

50歳以上AB級 Aブロック　優勝 安村美千代 （やすいそ庭球部） Bブロック　優勝 石川　桐子 （福山ロイヤル）

50歳以上CD級

松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 梶岡智佳子 （やすいそ庭球部） 秋吉　　緑　 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 石原　梨奈 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）
岩田　麻美 （ＴＢＮ） 山根　月美 （やすいそ庭球部） 清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 毛利　麻由 （やすいそ庭球部）

大和　美香 （ＳＩＺＥ） 三浦美登里 （インドアＴＳ広島） 上田　理恵 （リョーコーＴ．Ｃ） 宮﨑真由実 （楽笑てにす）
小林　園子 （西条ＲＴＣ） 松永美由紀 （インドアＴＳ広島） 岩橋　美穂 （リョーコーＴ．Ｃ） 山手　佳恵 （楽笑てにす）

高下　理恵 （ＮＢＴ．Ｇ．） 和泉　早希 （ＮＢＴ．Ｇ．） 中野　尚美　 （ＴＣＳ） 高橋　陽子　 （チームＣ）　
山田　倫子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 佐賀佐知子 （ＺＯＮＥ）　 竹内　由香 （ＴＣＳ） 伯野　晃子 （ＮＢＴ．Ｇ．）

芦田　葉子　 （ＳＴＴ） 岡村　美穂 （インドアＴＳ広島） 竹内　知世 （庭球館） 志水　美鈴　 　（ＺＯＮＥ）
甲賀裕美子 （ＳＴＴ） 光山　陽子 （インドアＴＳ広島） 前﨑　妙子 （アシニス） 南　　智美 （ルネサンスＢＰＴ）

松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 三好かずみ （ＳＩＺＥ） 曽田　圭子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 国本　恭子 （やすいそ庭球部）
岩田　麻美 （ＴＢＮ） 長里　幸子 （庭球館） 丸山　真澄 （ＴＢＮ） 佐々木りか （やすいそ庭球部）

安村美千代 （やすいそ庭球部） 伊藤　幸恵 （やすいそ庭球部） 西村　りえ　 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 磯兼美由紀 （やすいそ庭球部）
山口かずよ （M＆遊） 今田美智子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 丸岡美記恵 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）　 栗田　美保 （西条ＲＴＣ）

濱田　睦美 （ＧＳＨ） 神田　敦子 （チームＣ） 秋本　仁美　 （みなみ坂ＴＳ） 山地　礼子　 （ＳＴＴ）
山上　美栄 （フレンズ） 沖村　明子 （チームＣ） 志水　美鈴 （ＺＯＮＥ） 月原　妙美 （ＳＴＴ）

金山久美子 （ルネサンスＢＰＴ） 亀井　美香 （やすいそ庭球部） 長里　幸子 （庭球館） 山根　月美 （やすいそ庭球部）
毛利　麻由 （やすいそ庭球部） 増本　真澄 （Ｍ＆遊） 三好かずみ （ＳＩＺＥ） 石原　梨奈 （Ｔｅｎｓｉｏｎ）

松元さゆり （西条ＲＴＣ） 大和　美香 （ＳＩＺＥ） 三島　貴子 （ＵＰ．Ｓｅｔ） 藤山　亜紀 （ＮＢＴ．Ｇ．）
磯兼美由紀 （やすいそ庭球部） 小林　園子 （西条ＲＴＣ） 宮腰　清美 （ＮＢＴ．Ｇ．） 竹本　直子 （ＺＯＮＥ）

髙橋　貴子 （フレンズ） 伯野　晃子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 山田　倫子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 片岡久美子 （サンデーＴ．Ｃ）
塩出　京子 （福山ロイヤル） 高橋　陽子 （チームＣ） 高下　理恵 （ＮＢＴ．Ｇ．） 山本　美和 （リョーコーＴ．Ｃ）

清原美加子 （やすいそ庭球部）
山本千代子 （五日市ＬＴＣ）

秋吉　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 伊藤　幸恵 （やすいそ庭球部） 山根　月美 （やすいそ庭球部） 加藤　直美 （西条ＲＴＣ）
清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 今田美智子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 近藤　博子 （西条ＲＴＣ） 石井　悦子 （西条ＲＴＣ）

藤山　亜紀 （ＮＢＴ．Ｇ．） 松元さゆり （西条ＲＴＣ） 宮﨑真由実 （楽笑てにす） 金田　朋子 （西条ＲＴＣ）
高橋真里子 （ＺＯＮＥ） 磯兼美由紀 （やすいそ庭球部） 山手　佳恵 （楽笑てにす） 大和　美香 （ＳＩＺＥ）

高松　明美 （みなみ坂ＴＳ）
中島　香苗 （ＴＣＳ）

原　実智子 （ＳＩＺＥ） 赤木　雅子 （西条ＲＴＣ）
菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 石川　桐子 （福山ロイヤル）

三田真理子 （五日市ＬＴＣ） 中野　尚美 （ＴＣＳ）
前田　典子 （五日市ＬＴＣ） 竹内　由香 （ＴＣＳ）

松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 梶岡智佳子 （やすいそ庭球部） 三好かずみ （ＳＩＺＥ） 赤木　雅子 （西条ＲＴＣ）
岩田　麻美 （ＴＢＮ） 山根　月美 （やすいそ庭球部） 長里　幸子 （庭球館） 石川　桐子 （福山ロイヤル）

花房　ちえ （ＴＣＳ） 柏木　敦子 （やすいそ庭球部）
土井　雅子 （ドルフィン） 中川　まみ （ＴＢＮ）

曽田　圭子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 伊藤　幸恵 （やすいそ庭球部）
丸山　真澄 （ＴＢＮ） 今田美智子 （ＮＢＴ．Ｇ．）

西久保絵里 （ルネサンスBPT） 増本　真澄 （Ｍ＆遊）
安成　靖子 （ルネサンスBPT） 藤原　加恵 （やすいそ庭球部）

長里　幸子 （庭球館） 赤木　雅子 （西条ＲＴＣ） 木口　美月 （ケセラ） 佐々木雅美 （西条ＲＴＣ）
窪田　綾佳 （庭球館） 大谷久美子 （インドアＴＳ広島） 白坂　美幸 （アシニス） 大坂　幸見 （西条ＲＴＣ）

藤山　亜紀 （ＮＢＴ．Ｇ．） 小林　園子 （西条ＲＴＣ） 小林　博子 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 平田　初恵 （サンデーＴ．Ｃ）
竹本　直子 （ＺＯＮＥ） 松元さゆり （西条ＲＴＣ） 上杉　利栄 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 山本　有江 （サンデーＴ．Ｃ）

山根　月美 （やすいそ庭球部） 松浦　玲子 （Ｍ＆遊） 菊池　裕子 （西条ＲＴＣ） 三好かずみ （ＳＩＺＥ）
清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 岩田　麻美 （ＴＢＮ） 松田　智美 （ＮＢＴ．Ｇ．） 長里　幸子 （庭球館）

竹内　知世 （庭球館） 土亀　静波 （リョーコーＴ．Ｃ） 伯野　晃子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 大西恵美子 （ＪＰＭ）
前﨑　妙子 （アシニス） 山田　倫子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 高橋　陽子 （チームＣ）　 中野　民子 （ＺＯＮＥ）　

亀井　美香 （やすいそ庭球部） 秋吉　　緑 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 木口　美月 （ケセラ） 藤原　加恵 （やすいそ庭球部）
増本　真澄 （Ｍ＆遊） 清水　由佳 （西条ＲＴＣ） 白坂　美幸 （アシニス） 大谷久美子 （インドアＴＳ広島）

横山　裕美 （ＳＩＺＥ） 田中寿美恵 （ＳＴＴ） 大和　美香 （ＳＩＺＥ） 佐伯　恭子 （五日市ＬＴＣ）
西江　宏美 （ＳＩＺＥ） 金田　朋子 （西条ＲＴＣ） 小林　園子 （西条ＲＴＣ） 村田　邦枝 （五日市ＬＴＣ）

岡増　みほ （やすいそ庭球部） 高下　理恵 （ＮＢＴ．Ｇ．） 脇本　由恵 （福山ロイヤル） 吉田　美鈴 （ＮＢＴ．Ｇ．）
中村加代子 （やすいそ庭球部） 山田　倫子 （ＮＢＴ．Ｇ．） 桒田　恵子 （福山ロイヤル） 金谷　玲子 （インドアＴＳ広島）

前﨑　妙子 （アシニス） 秋本　仁美 （みなみ坂ＴＳ） 光山　陽子 （インドアＴＳ広島） 志水　美鈴 （ＺＯＮＥ）
竹内　知世 （庭球館） 町原喜代子 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 岡村　美穂 （インドアＴＳ広島） 南　　智美 （ルネサンスＢＰＴ）

西久保絵里 （ルネサンスＢＰＴ） 小倉美奈子 （ａｎｙ　ｔｉｍｅ）
長里　幸子 （庭球館） 井上　亜紀 （西条ＲＴＣ）

近藤　諒子 （ＧＳＨ） 宮﨑真由実 （楽笑てにす） 小林　博子 （Ｓｃｒａｔｃｈ） 田中寿美恵 （ＳＴＴ）
島田　靖子 （ＧＳＨ） 山手　佳恵 （楽笑てにす） 上杉　利栄 （Ｔｅｎｓｉｏｎ） 金田　朋子 （西条ＲＴＣ）

円福寺みどり （フレンズ）
髙橋　由美 （フレンズ）

野村　典子 （福山ロイヤル）
松本明有美 （ＳＴＴ）

シングルスカップ（Ｄ級）

シングルスカップ（Ｃ級）、クイーンズカップ（Ｃ級）、支部長杯（Ｃ級）、

桑名杯（Ｄ級）、プリンセスカップ（C、Ｄ級）

シングルスカップ（B級）、クイーンズカップ（Ｂ、Ｄ級）、支部長杯（Ｂ級）、

プリンセスカップ（B級）、シトラスカップinびんご（B級）

第21回
クィーンズ
カップ

2022年度　ＪＬＴＦ広島　大会結果表
優勝 準優勝 三位

第18回
シングルス
カップ

C級

D級

第2回
メープルカップ

50歳以上
A級

50歳以上
B級

55歳以上
CD級

ヨネックスレディース
チャレンジカップ

２０２２
<広島県予選大会>

ｵｰﾌﾟﾝ

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

Aクラス

Bクラス

第29回
レディス
レインボー
カップテニス
2022

<広島県予選大会>

シニア

Cクラス

第25回
プリンセス
カップ

A級

B級

D級

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

D級

＜2022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：

第4回
シトラスカップ
　in　びんご C級

Ａ級

B級

準優勝まで：

優勝のみ：

C級

クレスト６０代表選考会

50歳以上
CD級

55歳以上
AB級

A級

ソニー生命カップ第44回
全国レディーステニス大会

<広島県大会>

第19回
ピンクリボン
レディース
テニス大会
<広島県大会>

一般

不成立

A級

B級

三
位

四
位

55歳以上

三
位

四
位

60歳以上

桑名杯レディーステニス大会2022
by　DUNLOP<決勝大会>

B級

C級

第36回
支部長杯


