
《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第４８回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第４８回大会】 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 采原　知子 桃谷　　文 木村　有里 坂本奈津子

２００７．０９．３０ ＣＤ級 (ｻﾝﾃﾞｰTC) (ﾌｯﾄﾙｰｽ) (MTR) (MTR)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 西本　広泰 宮田　昭典 江木　　満 大倉　昭宏

CD級 (ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC) (ｵﾝｻﾞﾏｰｸTC) (IBTC) (ﾌｯﾄﾙｰｽ)

【第４９回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河原　啓嗣・新開　卓也 西本　広泰・宮田　昭典 桂 木・佐 藤 沖 田・河 田

２００７．１２．１６ ＣＤ級 (金太郎) (ｵﾝｻﾞﾏｰｸ) (Team Advance) (ｱｼﾆｽ)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 瀬野田直子・小林小真喜 桃谷　 　文・野村　直子 斉 藤・延 岡

CD級 (ATC) (TB-one・ﾌｯﾄﾙｰｽ) (ﾌｯﾄﾙｰｽ)

【第５０回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大中　拓也・楠本　みき 鶴我　盛裕・高橋　陽子 河　野・木　村 中　下・大　成

2008.02.10～11 ＡＢ級 （ジャムキチ・フリー） （アシニス） （中谷物産・テニスM） （千田・Up Set ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川本　隼平・宮崎奈々江 津川　克則・斉藤由香里 宮　田・平　野 松　原・新　玉

CD級 （マツダ㈱） （フットルース） （オンザマーク） （フットルース）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 小池　真人 安富　綾平 沖田　一宏 播磨　淳一

ＣＤ級 （マツダ㈱） （マツダ㈱） （Freedom） （ヴイヴイ）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 大野　　麗 坂本奈津子 槙原　英子 坂田　恵子

CD級 （マツダ㈱） （MTR） （やすいそ庭球部） （アシニス）

【第５１回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石原　裕士・山本　沙織 鶴我　盛裕・高橋　陽子 石原慎・山　本 福　田・大　下

2008.07.20～21 （オープン） （Win the Match） （アシニス） （Win the Match） （千田寺迫・ポコア）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石原　慎士・阿比留琢磨 岩田　宗司・宮地　達哉

ＡＢ級 （Win the Match） （アシニス）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河野　克徳・中山　　満 古澤　邦史・西本　大亮 沖　田・西　林 義　永・岩　田

Ｂ級 （テニスメイト） （Sunday） （アシニス） （オンザＭ・OTC）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石原芽久美・山本　沙織 木村　知代・楠本　美希

ＡＢ級 （Win the Match） （テニスメイト・マツダ㈱）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 武田　聡美・佐藤　　舞 清水 香也子・東 由美子

Ｂ級 （やすいそ・トイダラーズ） （B－WAVE）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 新宮　良二 坂原　康夫 小野　隆司 原田　知志

Ｄ級 （マツダ㈱） （TB－One） （フリー） （フリー）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 砂原 　　翔・西村　宗蔵 丸山　伸一・加藤　良朋 日 域・新 佛 藤 原・桑 原

ＣＤ級 (Ｐａｓｓ・賀茂鶴) (オンザマークＴＣ) (ＭＴＲ) (フォルト)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 白子美佐子・岡田みどり 飯野　良子・鈴木　晴代 瀬野田・小林 小 池・宮 崎

ＣＤ級 （OTC） (サンデーＴＣ) (ＡＴＣ) （マツダ㈱）

【第５２回大会】 アミコモンA フットルース サンデーＴＣ アミコモンＢ　

２００８．０８．１０ 　　(上野・森脇・遠藤・   (松原・西宮・堀部・ (山村・松本・和田 (小林・安田・横田・

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ)  田中・遠藤・三島)         新玉・半野・畑山) 鈴木・飯野・重西) 　森脇・木戸・土井)

【第５３回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 森本　竜介・石崎　嘉一 水口　武之・岡本　　薫 中　川・佐　藤 本　岡・津　川

２００８．１１．１６ Ｄ級 （フリー） （フリー） （リョーコーTC） （リョーコーTC）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 奥信　洋乃・千田智恵子 中村　真希・橋平美由紀 坪　井・望　月

Ｄ級 （西条RTC・八本松TC） （楽々園GTC） （DoTC・MTR）

【第５４回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石原　慎士・西久保絵里 篠原　　圭・石原芽久美 森 川・斉 藤 河 野・梶 川

２００８．１２．１４ （オープン） ( Win the Match ) ( Win the Match ) ( アシニス・P-Fｏｒｃｅ ) (アシニス・アキラITC )

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 宮田　昭典 沖田　一宏 岩成　洋平 菊池　 進

ＣＤ級 (チーム・サンプラ)  (アシニス)  (アシニス) (ち～むＢ)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 飯野　良子・鈴木　晴代 瀬野田直子・小林小真喜 岡 田・白 子 鈴 木・半 野

ＣＤ級 (サンデーＴＣ) (ＡＴＣ) (ＯＴＣ) (T-Step・リョーコーTC)

【第５５回大会】 グリーンビートル アミコモン ２７Ｔ TEAM-YOJI Ｂ

２００９．０２．０８ (中田・田中・原・　　   (塚本・作本・横田・ (若宮・久本・天野 (本岡・槙本・　　　

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　 小沢・豊田)         土井・部坂・嘉藤) 野村・梅村・望月) 　　　　　蔵重・木戸)

【第５６回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 桑原　利通 沖田　一宏 松林　裕樹 和田　暁彦

２００９．０２．１１ CD級 （ＰＡＳＳ） （アシニス） （ＶＶＴＣ） （サンデーＴＣ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 飯野　良子 采原　知子 鈴木　晴代 野村　直子

ＣＤ級 （サンデーＴＣ） （サンデーＴＣ） （サンデーＴＣ） （フットルース）

【第５７回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河田　貴司・筒井　公喜 藤原　信・谷川　正彦

２００９．０７．１９ 初級 (アシニス) （ＮＢＲ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 部坂・佳織・嘉藤　梢 西山　美由紀・辛島　絵里

初級 （ＡＡＯ） （チームＹ２・ＣＢＴＣ）

団体戦
CD級

団体戦
D級



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第５８回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第５８回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河野　通宏・飯野　良子 沖田　一宏・木村　知代

２００９．０８．１３ （オープン） （アシニス・サンデーＴＣ） （アニシス）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 須原　智・沖田　一宏 若宮　斉・安本　和夫

ＣＤ級 （チームＹ２・アシニス） （ＮＲＣ）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 陣内　君枝・飯野　良子 部坂・佳織・嘉藤　梢

ＣＤ級 (リョーコーTC・サンデーTC) （ＡＡＯ）

【第５９回大会】 サンデーＴＣ みついし　翼 ２７Ｔ アシニス『濡』

２００９．０８．１６ (山村・松本・　　   (白木・森本・ (若宮・濱本・ (沖田・須原・　　　

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　 亀岡・飯野)         川村・森本・川原) 野村・望月・原田) 　　　　　坂田・鈴木)

【第６０回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 沖田　一宏 須原　智 小泉　晶宏 神原　幸雄

２００９．０９．２７ CD級 （アシニス） （チームＹ２） （ロブＴＣ） （ＶＶＴＣ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 飯野　良子 吉田　博子 葭川　淳子 来海　充代

ＣＤ級 （サンデーＴＣ） （宮島ＴＣ） （Ｐ－Ｆｏｒｃｅ） （リョーコーＴＣ）

【第６１回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 神原　幸雄 長谷川　良仁 鷲見　健作 播磨　淳一

２００９．１０．１７ Ｄ級 （ＶＶＴＣ） （アニシス） （アシニス） （ＶＶＴＣ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 辛島　絵里 中川　由樹 若狭　淳子 延江　美智

Ｄ級 （ＣＢＴＣ） （イレブン・ナイン） （アシニス） （ＴＢ－ｏｎｅ）

【第６２回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 上神　政也・高杉　和正 河野　克徳・中山 　　満 若　宮・藤　井 中　下・日　下

２００９．１２．２０ ＢＣ級 (Ｃｈｕｐａ☆Ｃｈａｐｓ) (ｓｉｎｃｅ３４) (ＮＲＣ・デルタ工業ＴＣ) (千田寺迫ＴＣ)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 武田 聡美・斉藤亜矢子 鈴木　晴代・原　美和子 瀬野田・小　林 冨　山・熊　谷

ＢＣ級 (やすいそ庭球部・P-Force) (サンデーＴＣ・ＰＡＳＳ) (Ａ Ｔ Ｃ) (みなみ坂・ＮＢＴＧ)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 松林　裕樹・福田 　  隆 筒井　公喜・石木　誠治 原　　　・田　中 本　岡・槙　本

Ｄ級 (アシニス・ＴＯＰスピン) (アシニス) (ＶＶＴＣ) (リョーコーＴＣ)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 片山さやか・下瀬由加理 坪井　澄江・望月　有子 藤　原・風呂迫 若　狭・前　田

Ｄ級 (マツダ・ＶＶＴＣ) (ＭＴＲ) (ルネサンス広島・みなみ坂) (アシニス・ＤＯＴＣ)

【第６３回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 平川 　　大・糟屋　加恵 小嶋　幹男・西久保絵里 石　原・金　山 沢　田・斉　藤

２００９．１２．２７ ＡＢ級 (ZONE戸坂・VIP TOP） (Since34・ Win the Match) (Win the Match) (Team LEMON)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 岩成　洋平・飯野　良子 堀辺　敏彦・小林小真喜 須　原・野　村 松　本・亀　岡

ＣＤ級 （アニシス） (Win the Match・ATC) (チームY2・TB-One) (サンデーTC・MTR)

【第６４回大会】

２０１０．０２．１１ 　雨天のため、リーグ戦途中で中止となりました。

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ)

【第６５回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河野　克徳・東　　由美子 渡橋　寛之・二川　夏子 山　村・飯　野 米　田・三　味

２０１０．０２．１４ ＢＣ級 (テニスメイト・Ｂ－ＷＡＶＥ） (フリー・賀茂ＴＣ) (サンデーＴＣ・アニシス) (ＣＢＴＣ)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 野田　曜一・重西　展江 播磨　淳一・村上　陽子 松　林・若　狭 錫　本・是　竹

Ｄ級 （Ｂ－ＷＡＶＥ） (ＶＶＴＣ) (アシニス) (ＦＵＴＵＲＥ－ＯＮＥ)

【第６６回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 沖田　一宏・長谷川良仁 松林　裕樹・小泉　晶宏 窪　田・浅　海 上　藤・野　田

２０１０．０７．１８ ＣＤ級 (アシニス） (アシニス・ロブＴＣ) (Ａ＆Ｋ) (ﾏﾂﾀﾞ(株)・B-WAVE)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 下瀬由加里・北村　玲子 段田　博子・葭川　淳子 池　田・陣　内 辛　島・若　狭

ＣＤ級 （ＶＶＴＣ） （ＰーＦｏｒｃｅ） （ﾌﾟﾚｲﾒｲﾄ・ﾘｮｰｺｰTC） （アシニス）

【第６７回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 木下　　修・戸田ゆかり 山森　昭徳・大下　直子

２０１０．０７．１９ ＡＢ級 （フリー・やすいそ庭球部） （ポコアポコ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 沖田　一宏・段田　博子 野田　曜一・重西　展江 土　屋・清　水 岡　野・三　味

ＣＤ級 （アシニス・Ｐ－Ｆorce） （Ｂ－ＷＡＶＥ） （リョーコーＴＣ） （アシニス）

【第６８回大会】 Ｔｈａｔ，ｓ阿波尾鶏 ａｒｏｕｎｄ○×☆

２０１０．０８．１５ (尾園・黒川・乾・　　   (光原・沢田・小嶋

（広島広域公園) 　　　　　　 山本・吉田)         高橋・山根・西久保) 

【アシニスクラブ まなこまゆか チームＹＯＪＩ　1 アシニス『技』 Ｕ－ｂｅｅｎ’ｓ

３５周年記念大会】 (砂原・末田・堀部　　   (浦出・築島・ (石木・筒井・ (若宮・濱本・

　　　　　　下瀬・吉元・小林)   　　　　　　荒巻・窪田) 　　　　　　三味・赤川) 　　　　　　野村・清水)

【第６９回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 神原　幸雄 筒井　公喜 山西　雅典 松本　英之

２０１０．１０．２ Ｄ級 （ＶＶＴＣ） （アニシス） （あした天気になあれ） （シンコーＴＣ）

（広島中央庭球場) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 赤川　多衣子 曽田　圭子 正木　陽子 豊田　美沙子

Ｄ級 （アシニス） （みなみ坂） （ＭＨＩ－広島） （グリーンビートル）

団体戦
ＣD級

団体戦
ＣD級

団体戦
ＡＢ級

団体戦
ＣＤ級



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第７０回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第７０回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 松林　裕樹 沖田　一宏 岡崎　喜大 藤井　敬志

２０１０．１２．２３ ＣＤ級 （アシニス） （アニシス） （アシニス） （フリー）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 中谷　絵理 鹿野　智美 正木　由美 赤川多衣子

ＣＤ級 （アシニス） （アンバランス） （アンバランス） （アシニス）

【第７１回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 重松　晶・西久保絵里 尾園　仁・石原　梨奈 沢　田・山　根 石原（慎）・米　田

２０１０．１２．２６ ＡＢ級 （シャープＴＣ・やすいそ庭球部） （ミズノＩＴＳ・ＷｉｎＴｈｅＭａｔｃｈ） （五日市インドア・ＭＴＲ） （ＷｉｎＴｈｅＭａｔｃｈ・やすいそ庭球部）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 雨森　修・小林小真喜 沖田　一宏・亀岡かほる 松　林　・若　狭　 網　永・段　田

ＣＤ級 （オンザマーク・ＡＴＣ） （アシニス・ＭＴＲ） （アシニス） （チームみなみ・P-Force）

【第７２回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 沖田　一宏・松林　裕樹 窪田　武司・浅海　伸弘 網　永・長谷川 楠　原・丸　岡

２０１１．２．１１ ＣＤ級 （アシニス） （Ａ＆Ｋ） （チームみなみ・ウエスタン） （ｳｨｹﾝﾄﾞｳ･Team ADVANCE)

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 瀬野田直子・小林小真喜 奥信　洋乃・神原佐智子 若　狭・中　谷　 陣　内・田　中

ＣＤ級 （ＡＴＣ） （西条ＲＴＣ・アキラＩＴＣ） （アシニス） （リョーコーＴＣ・マツダ(株)）

【第７３回大会】 アシニス『神龍』 Ｕ－ｂｅｅｎ’ｓ アシニス『冷凍庫』 きも「ＣＡＮ」

２０１１．２．１３ (沖田・松林・　　 (若宮・濱本・椹野 (土屋・中谷・ (飯塚・中本・小林・　　

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　 段田・若狭・葭川)   野村・望月・坂本) 清水・中谷) 　　　桑原・正木・中井)

【第７４回大会】

２０１１．５．２８ 　雨天のため、中止となりました。

（竜王公園ﾃﾆｽｺｰﾄ)

【第７５回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 　松林（アシニス）・金田（リョーコーＴＣ）・土屋（アシニス）。神原（ＶＶＴＣ）・筒井（アシニス）・

２０１１．６．１２ ＣＤ級 　大屋（Ｆｕｔｕｒｅ－ｏｎｅ）・岡田（リョーコーＴＣ）・西林（アシニス）・西村（チームＹ２）・中川（フリー）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　雨天のため、決勝トーナメントで中止となりました。

女子ｼﾝｸﾞﾙｽＣＤ級   雨天のため、中止となりました。

【第７６回大会】 Ａ＆Ｋ はいたっち チームＢ アシニス『檸檬』 堀ちゃん家

２０１１．７．１８ (窪田・浅海・　　 (瀬川・増田・清水 (松林・福田・長谷川 (堀部・矢島・太田・　　

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　 山本・横枕)   　　　　　　坪井・辻) 段田・若狭) 　　　下瀬・吉田・国本)

【第７７回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 沖田　一宏・岡崎　喜大 菊池　進・宮田　明典

２０１１．０８．０７ Ｂ級 （アシニス （ち～むＢ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 東由美子・清水香也子 栗栖千恵美・上田　実鈴

Ｂ級 (Ｂ－ＷＡＶＥ) （ＭＴＲ）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小泉　晶宏・松林　裕樹 若宮　 斉・松本　光広 楠　原・丸　岡 林　本・藤　川

ＣＤ級 (ロブＴＣ・アシニス) （Ｕ－ｂｅｅｎ'ｓ） （ｳｨｹﾝﾄﾞ･Team ADVANCE) （五日市ＬＴＣ）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 清水真由美・野村　直子 奥信　洋乃・神原佐智子 桑　原・正　木 段　田・若　狭

ＣＤ級 （リョーコーＴＣ・Ｕ－ｂｅｅｎ'ｓ） （西条LＴＣ・アキラＩＴＣ） （きも「ＣＡＮ」・ＭＨＩ広島） （Ｐ－Ｆｏｒｃｅ・アシニス）

【第７８回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小嶋　幹男・西久保絵里 高橋　学・春貝地純子

２０１１．０８．１３ ＡＢ級 （Ｓｉｎｃｅ３４・やすいそ庭球部）（広島インドアＴＳ・ヴァレＴＣ）

（広島中央庭球場) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石下　啓介・石下　春恵 河田　貴司・赤川多衣子 播　磨・村　上 大　浦・大　浦

ＣＤ級 （スマイリー） （アシニス） （フリー） （草津ＴＣ・やすいそ庭球部）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 西村　嘉夫 大浦　恭平

ＣＤ級 （チームＹ２） （草津ＴＣ）

【第７９回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 高杉　和正 沖中　　 誠 白井　智章

２０１１．０９．０４ Ｂ級 （ｃｈｕｐａ　ｃｈａｐｓ） （ＮＯ　ＭＡＲＫ） （草津ＴＣ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 瀬川　貴嗣 松林　裕樹 岡田　伸吾 小泉　晶宏

Ｃ級 （フリー） （アシニス） （リョーコーＴＣ） （ロブＴＣ）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 辛島　絵理 段田　博子

Ｃ級 （アシニス） （Ｐ－Ｆｏｒｃｅ）

【第８０回大会】 西洋式左腕打撃 春日野テニスクラブ Ｕ－ｂｅｅｎ'ｓ チーム錦織

２０１１．１１．２０ (柿田・天根・土屋・ (井手・内平・道元・ (若宮・松本・佐藤・ (延藤・西谷・長谷川・

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　　　　 辛島・清水)   　　　　　　長見・柴田・新井) 　　　　　　　野村・坂本)　 　　　段田・若狭・三味)

【第８１回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏・西久保絵里 沢田　和則・山根　月美 藤　岡・妹　尾 石原（慎）・清　水

２０１１．１２．２３ ＡＢ級 （ながれもの・やすいそ庭球部） （五日市インドア・ＭＴＲ） （サザンクロス・西条ＲＴＣ） （ＷｉｎＴｈｅＭａｔｃｈ）

（西条RTC) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 河田　貴司・赤川多衣子 本岡　孝一・蔵重　幸子 石　下・石　下 山　本・若　狭

ＣＤ級 （アシニス） （リョーコーＴＣ) （スマイリー） （グリーンビートル・アシニス）

【第８２回大会】 近藤　晋也・佐藤　 　舞 沖田　一宏・亀岡かほる 筒　井・赤　川

２０１２．０５．０３ （熊野ローン・五日市ＴＣ） （アシニス・ＭＴＲ） （アシニス）

（広島中央ﾊﾞﾚｰ場・ﾃﾆｽｺｰﾄ)

団体戦
ＣD級

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
ＣD級

団体戦
ＣD級

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
ＢＣ級

団体戦
ＣD級



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第８３回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第８３回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 神原　幸雄・河田　貴司 鈴木　文彦・谷川　正彦 吉　川・藤　本 益　田・重　岡

２０１２．０６．２４ Ｄ級 （アシニス） （TB－One） （フリー） （フリー）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 林　 佐季・藤永　歌織 佐々木雅美・原 　千春 松　尾・花　本 荒　巻・中　川

Ｄ級 （はいたっち） (ATC） （プレイメイト） (TEAM　YOJI）

【第８４回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 藤井　敬志 岡田　伸吾 土屋　信弘 神原　幸雄

２０１２．０７．０８ ＣＤ級 （フリー） （リョーコーTC） （アシニス） （アシニス）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 増田　栄映 中川　由樹 豊田美沙子

ＣＤ級 （チームＹ２） （イレブンナイン） （グリーンビートル）

【第８５回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏・西久保絵里 藤岡　光輝・妹尾　真紀 松　尾・松　尾 石原（慎）・山　根

２０１２．０７．１６ ＡＢ級 （ながれもの） （サザンクロス・西条ＲＴＣ） （ながれもの） （Ｗｉｎ　Ｔｈｅ　Ｍａｔｃｈ）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 松林　裕樹・赤川多衣子 堀部　敏彦・段田　博子 津　川・津　川 小　泉・坂　本

ＣＤ級 （アシニス） （Ｗｉｎ　Ｔｈｅ　Ｍａｔｃｈ・アシニス） （フットルース） （ロブTC・MTR）

【第８６回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 久保　良治・平島　誠二 丸山　伸一・加藤　良朋 松　林・小　泉 渡　邊・照　井

２０１２．０７．２９ ＣＤ級 （フリー） （オンザマークＴＣ） （アシニス・ロブTC） （チームＹ２）

（広島中央庭球場) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 林　　 佐季・藤永　歌織 三味　祥子・赤川多衣子 清　水・坪　井 山　尾・島　村

ＣＤ級 （はいたっち） (アシニス） （Ｔｅｎｓｉｏｎ・やすいそ庭球部） （MTR・リョーコーTC）

【第８７回大会】 まきちゃんず 春高春丸 アシニスNチーム ほぼ初対面

２０１２．０８．１２ (藤岡・沢田・ (高橋・春貝地・ (沖田・松本・河野・ (新佛・深谷

（広島広域公園) 　　　　　　　　　 西久保・妹尾)   　　　　　　丸山・春貝地) 　　　　　　　田中・河野)　 　　　繁村・亀岡)

黒光’Ｓ アシニス・MTR CBTC ケンタロウス

（渡邊・照井・頼実 (筒井・松林・ (野島・大江・岡田 (大和田・迫田・鈴木・

　　　　　　　 赤川・三味・段田)   　　　　　　平田・山尾) 　　　　　　　久保・町野)　 　　　森島・小澤・島村)

【第８８回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 武田　将孝 白井　智章

２０１２．０９．２２ Ａ級 （ｓｉｎｃｅ34） （草津TC）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 神原　幸雄 頼実　尚之 岩田　裕也 米田　高英

Ｄ級 （アシニス） （ルーキーズ） （安芸フレンドクラブ） （小町うどん）

【第８９回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 沖中　 誠 山本　光太 勝部　伸一 田部　英樹

２０１２．１０．０６ Ｂ級 （ＮＯ　ＭＡＲＫ） （Team ADVANCE) （アシニス） （ながれもの）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 上田　実鈴 三宝　雅子

Ｂ級 （MTR） （やすいそ庭球部）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 濱本　昭彦 山西　雅典 岡田　伸吾 中川　正知

ＣＤ級 （草津ＴＣ） （みなみ坂） （リョーコーＴＣ） （イレブンナイン）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 島村　ゆう子 原　   千春

ＣＤ級 （アシニス） （ATC）

【第９０回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大庭　秀一・頼実　尚之 丸岡　昌水 ・ 木山　義雄 杉本 ・ 山田 山口　・ 岡田

２０１２．１１．０４ ＣＤ級 （ルーキーズ・GREEN！GREEN！） （Ｔｅａｍ　ＡＤＶＡＮＣＥ） （はいたっち） （ＨＰＧＴＣ・リョーコーＴＣ）

（広島広域公園) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 清水　直子 ・ 赤川多衣子 坂本奈津子 ・ 野村　直子 松尾　 ・ 小嶋 山尾　 ・ 平田　

ＣＤ級 (Ｔｅｎｓｉｏｎ・アシニス） (MTR・Uーｂｅｅｎ’ｓ） (チームＹ２) （ATC）

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 新宮　良二 ・ 本廣　亮子 春木　健吾 ・ 仁木　陽香 北原　・ 北原　 杉本　 ・ 渡邊　

ＣＤ級 （マツダ㈱） （エアーＪ） （エンジョイ）　 （はいたっち）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏 ・ 松尾　直樹 高橋  　学 ・武田　将孝 若宮  ・ 池田 菊池  ・ 宮田　

ＡＢ級 （ながれもの） （広島インドアＴＳ・ｓｉｎｃｅ34) （Ｕ-ｂｅｅｎ’ｓ・むじゃっきーず）　 （ち～むB）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西久保絵里 ・ 妹尾　真紀 吉野　由加 ・ 松尾　杏子 池田 ・ 西村　 熊谷　 ・ 井川　

ＡＢ級 （やすいそ庭球部・西条ロイヤル） （西条ＲＴＣ・ながれもの) （Ｍ＆遊・ＳＩＺＥ）　 （Ｔ．Ｂｏｎｂｏｎ・ＮＢＴＧ）

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 藤岡　光輝 ・ 西久保絵里 渡辺　修宏 ・ 上田　有香 岡崎 ・ 宮地 松尾　 ・ 松尾

ＡＢ級 （サザンクロス・やすいそ庭球部） （ながれもの・中国電力ＴＣ) （アシニス）　 （ながれもの）

【第９１回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 岡崎　喜大 木村　好宏 沖中 　誠 望月　良太

２０１２．１２．１６ Ｂ級 （アシニス） （NO　ＭＡＲＫ） （NO　ＭＡＲＫ） （グリーンビートル）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 山崎やよい 北村　玲子

Ｂ級 （みなみ坂） （リョーコーTC）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 斉藤　 圭 品川　昌之 槙田　賢治 土屋　信弘

ＣＤ級 （シャープ） （ぢっぷす＠コイン通り） （みなみ坂） （アシニス）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 酒井　 凛 増田　栄映 豊田美沙子 千田　幸恵

ＣＤ級 （やすいそ庭球部） （みなみ坂） （グリーンビートル） （サンデーTC）

団体戦
ＡＢ級

団体戦
ＣD級



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第９２回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第９２回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 瀬野　昌裕・数実　克則 窪田　武司・浅海　伸弘 渡邊 ・ 照井 和田 ・ 藤井

２０１２．１２．２３ ＣＤ級 （Tｅｎｓｉｏｎ） （A＆K） （チームY2） （サンデーTC）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 佐々木雅美・原　 千春 中川　智美・蔵重　幸子 小嶋 ・ 松尾 中村 ・ 半野

ＣＤ級 （ATC） （リョーコーTC） （チームY2） （リョーコーTC）

【第９３回大会】 ネコノテ☆ 堀ちゃん家 A3O2B1 ロブは他人任せでデッドゾーン大好きーきズ

２０１２．１２．２４ (藤岡・渡辺・西田・ (堀部・中村・太田 (高橋・金子・清水・ （迫・菊池・宮田

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　西久保・山本・中村)   　　　　　　佐藤・能美・下瀬) 　　　繁村・亀岡・大下)　 　　服部・国本・石下)

【第９４回大会】

２０１３．０１．１４ 　雪のため、中止となりました。

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ)

【第９５回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 桝谷　有吾・寺前　 大 瀧岡　英則・大田　義之 岡崎 ・ 今井 菊池 ・ 宮田

２０１３．０２．０３ Ｂ級 （ラフ＆ラフ） （ながれもの） （アシニス・T-Step） （ち～むB）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 直原　玲子・辛島　絵理 繁村　宏美・亀岡かほる

Ｂ級 （広島インドアTS） （おにたいじ・MTR）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡邊　輝文・照井　真成 植田　圭二・福田　正則 瀬野 ・ 数実 大庭 ・ 堀部

ＣＤ級 （チームＹ２） （ＦＲＥＥ　SHOT） （Tension） （ﾙｰｷｰｽﾞ・Win Tｈｅ Match）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小嶋　和美・松尾　直美 中村ひとみ・半野セツ子

ＣＤ級 （チームＹ２） （リョーコーTC）

【第９６回大会】 ルーキーズ DOYOUテニスサークル

２０１３．０２．１１ 　　(堀部・石下・渡邊・ (山本・坂本・角・

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 　　　　　　　　　 大庭・頼実)   　　　　蛭子・沖中・佐藤)

鉄の〇〇〇な女たち アシニスNー修

（赤川・三味・清水・ (田中・馬上・

　　　　　 平田・山尾・段田)   　　　　　青田・浅胡)

【第９７回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 藤井　昌之 卜部晃太郎 品川　昌之 鷲見　健作

２０１３．０２．１７ CD級 （サンデーTC） （はつしば） （ぢっぷす＠コイン通り） （アシニス）

（広島市中央庭球場) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 浅胡　真衣 清水　雅子 杉原　篤子 小嶋　和美

ＣＤ級 （アシニス） （ＺＯＮＥ） （リョーコーＴＣ） （チームＹ２）

【第９８回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石原　慎士・藤原　加恵 沢田　和則・斉藤亜矢子 赤松 ・ 西久保 小川 ・ 妹尾

２０１３．０３．０９ ＡＢ級 （Wｉｎ　ｔｈｅ　Mａｔｃｈ） （STZ・ｓｉｎｃｅ３４） （ながれもの） （ｓｉｎｃｅ３４・西条ロイヤル）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 藤井　昌之・千田　幸恵 渡邊　輝文・清水　直子 大庭 ・ 平田 杉本 ・ 渡邊

ＣＤ級 （サンデーＴＣ） （チームＹ２・Ｔｅｎｓｉｏｎ) （ルーキーズ・ATC） （はいたっち）

【第９９回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 大藤　修 西林　祐一 岡田　伸吾 高橋　彰

２０１３．０４．０７ Ｃ級 （フリー） （ＦREEDOM） （リョーコーＴＣ） （ぢっぷす＠コイン通り）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ)

【第１００回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 益田　智文・重岡　 　智 橋本　祐樹・里　　雅文 山　口・末　永 内　田・永　友

２０１３．０４．２９ Ｄ級 （フリー） （フリー・Ｊ'Sons） (エアーJ) (Na Cranp)

（広島市中央庭球場） 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 仁木 陽子・八百屋明子 上杉　利栄・正國　由美 中 丸・獅々見 清　水・山　崎

Ｄ級 (エアーJ・Win the Match) (NBTG・ぢっぷす@コイン通り) (リョーコーTC) (ZONE)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 太田　真一・溝山　智樹 池田 大輔・火之迫智範 中　村・前　田 馬　場・山　田

ＢＣ級 (PASS) (はいたっち・Na Cranp) (Win the…・ぢっぷす) (ち～B・JSW)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 辛　島・直　原 三　宝・山　崎

ＢＣ級 (アシニス・ノアインドア) (やすいそ庭球部)

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 春　木・仁　木 熊　崎・三　宝

ＢＣＤ級 （エアーＪ） (GREEN!…・やすいそ)

【第１０１回大会】 男女団体戦

２０１３．０５．０３ ＢＣ級

（呉市総合ｽﾎﾟｰﾂ）

【第１０２回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中原 光生・川上絵里奈 安部　憲一・辛島　絵理

２０１３．０５．０４ Ｂ級 （Tree King） （アシニス）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 頼実　尚之・國吉　美佳 春木　健吾・仁木　陽香 中川正・中川由 大　庭・川　口

ＣＤ級 （ルーキーズ・フリー） （エアーＪ） （イレブンナイン） （ルーキーズ）

優勝 ： ですやん。Ｐａｒｔ Ⅰ　

（中村・太田・竹村・直原・佐藤・井町）

準優勝 ： シープ

（河野・菊池・馬場・安村・山崎）

(Chupa☆Chaps･ﾄｲﾀﾞﾗｰｽﾞ)(Win the Match・ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

※女子ダブルスＢＣ級と混合ダブルスＢＣＤ級は時間切れの為、両者優勝となりました。

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
AB級
ＣD級

(プレイメイト・ATC)　　(宮島TC・アシニス)

上神政也・井町陽子　　中村　　貢・直原玲子

団体戦
男子ダブルス

CD級

団体戦
女子ダブルス

CD級

ミックス
ダブルス
団体戦

倉永尚美・小林小真喜　　吉田博子・赤川多衣子



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第１０３回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第１０３回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 赤松 　　学・直原　玲子 武田　将孝・井町　陽子 渡辺修・渡辺佳 松尾直・松尾杏

２０１３．０６．０９ Ａ＆Ｂ級 （やすいそ庭球部） （Ｓｉｎｃｅ34） （ながれもの） （ながれもの）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石下　啓介・石下　春恵 春木　健吾・仁木　陽香 谷　川・延　江 頼　実・中　菊

ＣＤ級 （スマイリー） （エアーＪ） （ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西） (ルーキーズ・アシニス)

【第１０４回大会】 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 采原　知子・河野　良子 吉野　由加・地村　洋子 杉　内・笹　木

２０１３．０６．１４ ＡＢ級 （サンデーTC・アシニス） (西条ロイヤルTC) (五日市LTC)

（広島広域公園) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 緒方　史江・山下　静香 島村ゆう子・坪井　万里 上　野・千　田

レディース大会 ＣＤ級 (Tension・リョーコーTC） (リョーコーTC・やすいそ庭球部） (ルネサンス広島・サンデーTC)

【第１０５回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 里　 　雅文・橋本　祐樹 益田　智史・重岡　　 智 江　崎・木　谷 上　山・岩　本

２０１３．０６．２３ Ｄ級 （J'sons・フリー） （フリー） （フリー） （フリー）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西向かおり・津田登喜子 山近　千恵・新井　英美 中　菊・川　原

Ｄ級 （みなみ坂・アシニス） （フリー） （アシニス）

【第１０６回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 岩本　竜也 勝部　伸一 岡　田 上　田

２０１３．０７．０７ ＣＤ級 （ＩＢＴＣ） （アシニス） （リョーコーＴＣ） （グリーンビートル）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 原　　　千春 中村　綾乃 小　嶋 小　林

ＣＤ級 （ＡＴＣ） （アシニス） （チームＹ2） （ＡＴＣ）

【第１０７回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 田部　英樹・永井　雅美 吉儀圭一郎・木村 好宏 柿　田・岡　田 沖　中・仲　井

２０１３．０７．１５ Ｂ級 （ながれもの・Win the Match） （NO MARK） （HPG.ＴＣ・やすいそ） （NO MARK・Chupa☆）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 春木　健吾・花岡 　　翔 田代　　 晋・津吉　卓也 村　地・南　沢 廣　安・林　本

ＣＤ級 （エアーＪ） （こころ組） （リョーコーＴＣ） （五日市ＬＴＣ）

【第１０８回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏・渡辺　佳代 武田　将孝・武田　恵子

２０１３．０７．２７ ｵｰﾌﾟﾝ （ながれもの） （ｓｉｎｃｅ34・テニスメイト）

（広島広域公園） 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏・松尾　直樹 小嶋　幹男・溝山　智樹 　南　・武　田　 金　井・田　部

ＡＢ級 （ながれもの） （Ｓｉｎｃｅ34・ぢっぷす） （ｓｉｎｃｅ34） （ながれもの）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 吉野　由加・松尾　杏子 江田　志野・上竹　初枝 本　永・辛　島 国　本・吉　田

ＡＢ級 （西条ＲＴＣ・ながれもの） （みなみ坂） （やすいそ・アシニス） （宮島ＴＣ）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 丸山　伸一・加藤　良朋 春木　健吾・山口　壮太 西　元・　原　 上久保・山　田

ＣＤ級 （オンザマークTC） （エアーJ） （シャープＴＣ） （チームＹ２）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中村ひとみ・半野セツ子 立井　政子・林　　京子

ＣＤ級 （リョーコーＴＣ） （みなみ坂・ノア広島西）

【第１０９回大会】 団体戦

２０１３．０９．０１ ＢＣ級

（広島市中央庭球場）

【第１１０回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 武田　将孝・井町　陽子 溝山　智樹・山崎　麻由 火之迫・宮　地 上　神・辛　島

２０１３．１０．１４ Ａ＆Ｂ級 （Since３４） （ぢっぷす・やすいそ庭球部） （アシニス） （Ｃｈｕｐａ☆Ｃｈａｐｓ・アシニス）

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川田　祐也・大濱　由季 清水　大輔・本間　陽子 佐　伯・石風呂 大　場・松　尾

ＣＤ級 （フリー） (木曜会) (木曜会) (アシニス・プレイメイト)

【第１１１回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 勝部　伸一 小橋　久範 歌田　 　豊 岡田　伸吾

２０１３．１２．１４ Ｃ級 (アシニス) (アシニス) (リョーコーTC) (リョーコーTC)

（広島広域公園) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 益田　智史 杉本　浩一 里 　　雅文 山本　　 大

Ｄ級 (タムクロ) (はいたっち) (J'sons) (はいたっち)

【第１１２回大会】 むじゃっき～ず ぷーさんと愉快な仲間たち ウシターズＡ ウシターズＣ

２０１３．１２．２２ （火之迫・山内・ （池田・木村・溝山・ （藤井・菊池・ （河野・中山・

（呉総合ｽﾎﾟｰﾂ) 佐藤・宮地） 三宝・福村・山崎） 馬屋原・中田） 安村・山崎）

【第１１３回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

２０１３．１２．２８ ｵｰﾌﾟﾝ

（広島広域公園） 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小川　雄大・石原　慎士 渡辺　修宏・松尾　直樹 松　永・森　永 小　嶋・高　村

ＡＢ級 （MHI-広島・Win the Match） （ながれもの） （MHI-広島） （Since３４）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西久保・妹　尾 三反田・熊　谷 采　原・河　野 良 大　坂・井　川

ＡＢ級 (やすいそ庭球部・西条RTC) (SIZE・T.bonbon) (サンデーTC・アシニス) (西条RTC・NBTG)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 春木　健吾・山口　壮太 堀　川・小　橋 森　崎・三　宅 小　泉・小　林

ＣＤ級 (エアーJ) (FREEDOM) (八幡TC) (ロブTC・NRC)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 谷野　智子・坪井　万里 中村ひとみ・半野セツ子 八百屋・仁　木 田　窪・山田

ＣＤ級 (あかんたれ～ず・やすいそ庭球部) (リョーコーTC) （Win the Match・エアーJ） (TKB)

男女団体戦
ＢＣ級

雨天の為、残念ながら中止になりました。

雪の為、残念ながら予選途中で中止になりました。



《アシニスカップ歴代入賞記録》　 第１１４回大会～

種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第１１４回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 溝山　智樹・山崎　麻由 火之迫智範・佐藤　　舞 上　神・辛　島 川田・大濱

２０１４．０１．１３ ＢＣＤ級 (ぢっぷす@コイン通り・やすいそ庭球部) (むじゃっき～ず) (Chupa☆Chaps・アシニス) (フリー)

（広島広域公園) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 火之迫智範・溝　山　智樹 山田　満夫・藤井　良典 田　部・寺　前 正　留・永　井

ＢＣ級 (むじゃっき～ず・ぢっぷす@コイン通り) (ウシターズ) (ながれもの・ラフ&ラフ) （Win the Match）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 佐藤　 　舞・辛島　絵理 下瀬由加里・山崎　麻由

ＢＣ級 (むじゃっき～ず・アシニス) (PASS・やすいそ庭球部)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 山口　壮太・花岡　　 翔 水口　武之・岡本　　 薫 高　橋・古　谷 坪　谷・曽　田

Ｄ級 (エアーJ) （フリー） （はいたっち） （Pot Belly）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 泰地　咲恵・王見　理恵 平口　瑞恵・正願　奈都 津　田・仲　村 早　川・風呂迫

Ｄ級 （ﾘｮｰｺｰTC・草津TC） （ﾌﾘｰ・ﾘｮｰｺｰTC） (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西・ｱｼﾆｽ) (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱ広島西)

【第１１５回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

２０１４．０２．１１ ＢＣ級

（呉市総合ＳＣ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

BC級

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

Ｄ級

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

Ｄ級

【第１１６回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 渡辺　修宏・松尾　直樹 高橋　　学・福見　和展 大　鹿・寺　前

２０１４．０２．１６ ＡＢ級 （ながれもの） （フリー・ノアインドア広島西） (ラフ&ラフ)

（呉市総合ＳＣ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 福原　史彦・安澤　公哉 春木　健吾・花岡 　　翔 沖　村・川　野

ＣＤ級 （ながれもの） （エアーＪ） （タムクロ）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 熊谷　和美・丸山　真澄 江田　志野・上竹　初枝 清　田・井　町

ＡＢ級 （T-bonbon） (西条ロイヤルTC・みなみ坂) (ながれもの)

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 八百屋明子・小嶋　和美 坂田　恵子・原田　幸恵 宮　本・小　澤

ＣＤ級 （Win the Match・チームＹ2） （アシニス） （グリーンビートル）

【第１１７回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 高橋　学・渡邊　一平 下東　大介・笹原　大樹

２０１４．０３．３０ Ａ級 （フリー） （やすいそ庭球部・ぢっぷす＠コイン通り）

（呉市総合ＳＣ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 山根　月美・西久保絵里 采原　知子・河野　良子

Ａ級 （やすいそ庭球部） (ｻﾝﾃﾞｰTC・アシニス)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 長門　清則・高野　毅 上川　勝弘・井上　立史 橋　本・瀬　野

Ｄ級 （マツダ（株）） （ＭＩＴ） （ＭＩＴ）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 谷川麻里子・清水菜穂子 仲村なおみ・津田登喜子 松　井・木　村

Ｄ級 （ＢＯＲＤＥＲ-ＬＩＮＥ） （アシニス） （ＢＯＲＤＥＲ-ＬＩＮＥ）

【第１１８回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

２０１４．０４．２９ ｵｰﾌﾟﾝ

（広島市中央庭球場） 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ＡＢ級

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ＡＢ級

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ＣＤ級

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ＣＤ級

【第１１９回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 下野　大輔・堀井　俊明 岡田　伸吾・平本　浩樹 頼　實・大　庭

２０１４．０５．０３ ＣＤ級 （Win the Match・フリー） （リョーコーＴＣ） （ルーキーズ）

（ＮＢテニスガーデン） 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 西田　恵子・石下　春恵 仁木　陽香・八百屋明子 田　窪・戸　山

ＣＤ級 （ＯＺクラブ・スマイリー） （エアーJ・Win the Match） （ＴＫＢ）

【第１２０回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 勝部　伸一 土屋　信弘 大　藤

２０１４．０５．１７ Ｃ級 （アシニス） （アシニス） （アシニス）

（呉市総合ＳＣ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 佐伯　哲也 中福　秀治 坪　谷

Ｄ級 （ＡＴＣ） （かかしクラブ） （Ｐｏｔ　Ｂｅｌｌｙ）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 上野　京香 原田　幸恵 仲　村

Ｄ級 （やすいそ庭球部） （アシニス） （アシニス）

積雪の為、残念ながら中止となりました。

雨天の為、残念ながら中止となりました。
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種目 優　勝 準優勝 ３　位 ３　位

【第１２１回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 春木　健吾・花岡　翔 橋本　祐樹・里　雅文 沖　中・山　本

２０１４．０６．０１ ＣＤ級 （エアーＪ） （Ｊ'ｓｏｎｓ） （フリー）

（呉市総合ＳＣ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小嶋　和美・八百屋明子 松永　公子・隠野千恵子 仲　村・半　野

ＣＤ級 （チームY2・Win the Match） （西条ＲＴＣ） （リョーコーＴＣ）

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 杉本　浩一・渡邊　美奈 岡田　伸吾・石下　春恵 小　林・小　嶋

ＣＤ級 （はいたっち） （リョーコー・スマイリー） （ペコポン・チームＹ２）

【第１２２回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小嶋　幹男 ・ 武田　将孝 岡田　浩明 ・ 山本　典広 白　井 ・ 村　田

２０１４．０６．１５ ＡＢ級 （Since34） （宮島ＴＣ・Win the Match） （草津ＴＣ）

（呉市総合ＳＣ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 安成　靖子 ・ 西久保絵里 三宝　雅子 ・ 松尾　杏子 高　橋 ・ 大　濱

ＡＢ級 （Win the Match・やすいそ庭球部） （やすいそ庭球部・ながれもの） （Win the Match）

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小嶋　幹男 ・ 大濱　由季 武田　将孝 ・ 井町　陽子 近　藤・西久保

Ａ＆Ｂ級 （Since34・Win the Match） （Since34） （仁方ローン・やすいそ庭球部）

【第１２３回大会】 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 奥信　洋乃 ・ 江渕　敦子 小林小真喜・平田　朋子　 直　原 ・ 山　崎

２０１４．０７．０２ ＡＢ級 （西条ロイヤルＴＣ・やすいそ庭球部） （ＡＴＣ）
（ぢっぷす＠コイン通り・

プレイメイﾄ）

（広島広域公園) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 池永　詠子 ・ 石下　春恵 曾根田圭子・日野　圭子 山　本 ・ 高　光

ＣＤ級 （アリイー・ブルースカイＴＣ） （ＯＺクラブ） （M&遊）

【第１２４回大会】

２０１４．０７．２１ 男女団体戦

（呉市総合ＳＣ) ＢＣ級

【第１２５回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 神原　幸雄 岩　田　裕　也 木　村

２０１４．０８．３１ Ｃ級 （アシニス） （安芸フレンドクラブ） （アシニス）

（呉市総合ＳＣ) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 田窪志津子 ・ 戸山　順水 村上　陽子 ・ 八百屋明子 島村 ・ 奥廣

Ｃ級 （ＴＫＢ） （はいたっち・Win the Match）
（リョーコーTC・

西条ロイヤルTC）

【第１２６回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川本 　貢 ・ 尾茂田光直 石山 　 哲 ・ 日浦　拓也 勝　部 ・ 筒　井

２０１４．０９．２８ Ｃ級 （ぶんぶん） （BORDER-LINE） （アシニス）

（呉市総合ＳＣ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 城下　知也 ・ 安斎　雄貴 榎　 洋光 ・ 榎 　　法之 上　田 ・ 千代島

Ｄ級 （GOODTIME） （ZONE・トップスピン） （BORDER-LINE）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 原田　幸恵 ・ 津田登喜子 小谷　敬子 ・ 佛圓　弘子 松　谷 ・ 恵　島

Ｄ級 （アシニス） （みなみ坂）
（テニスサポート・

サンデーTC）

【第１２７回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 安　田　峻　治 高　井　　  謙 沖　中

２０１４．１０．１１ Ｂ級 （YUZUX） （YUZUX） NO MARK

（呉市総合ＳＣ) 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 大　城　省　吾 前　　　圭　祐 加　藤

Ｄ級 （アシニス） （グリーンビートル） （Good Time）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 原　田　幸　恵 桂　　 　恵子 西　野

Ｄ級 （アシニス） （HAKUWA.TS） （NBTG）

【第１２８回大会】 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 井上　亜紀 ・ 加藤　直美 江渕　敦子 ・ 奥信　洋乃 菊池 ・ 藤原

２０１４．１１．１９ Ａ級 （西条ロイヤルTC） （やすいそ庭球部・西条ロイヤルTC）
（西条ロイヤルTC・

Win the Match）

（広島広域公園) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石田由美子 ・ 神原佐智子 大石　宏美 ・ 松田　智美 脇田 ・ 高橋

Ｂ級 （リョーコーTC・アキラITC） （ＮＢＴＧ） （やすいそ庭球部）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 仲村なおみ・津田登喜子 山本　幸恵 ・ 高光　京子 渡辺 ・ 福岡

Ｄ級 （アシニス） （M&遊） （みなみ坂・ポコアポコ）

【第１２９回大会】 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 勝部　伸一 ・ 前田　将重 飯田　泰之 ・ 佐伯　優勇 山田 ・ 山本

２０１４．１１．２９ ＣＤ級 （アシニス・いのうえＴＧ） （フリー） （ロッカンギャロ）

（広島広域公園) 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 工藤美由紀 ・ 泰地　 咲恵 松尾 　有紗 ・ 棟本 　千恵 小林 ・ 田窪

ＣＤ級 （TKB・リョーコーTC） （ぶんぶん） （ATC・TKB）

混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川本　 　貢 ・ 土井　 聡美 中川 　正知 ・ 中川　 由樹 勝部 ・ 坂田

ＣＤ級 （ぶんぶん） （イレブンナイン） （アシニス）

【第１３０回大会】

２０１４．１２．２３ 男女団体戦

（呉市総合ＳＣ) Ａ＆Ｂ級

男女団体戦

ＣＤ級

優勝：ウシターズＡ

（河野・山田・藤井・安村・倉永・小林）

第三位：ながれもの

（下仲・安澤・福原・井町・松尾・原）

準優勝：お米～ず

（米田・宮本・川上・赤川・三味・徳永）

剛腕パン屋さん

（沖田・小橋・清水・山尾・上田）

優勝：フルーツポンチ２ 準優勝：ウシターズＡ

（近藤・小西・山根・西久保・松尾） （山田・藤井・山崎・白神）

第三位：ウシターズＢ お米～ず

第三位：チーム・ばカップル はいたっち

（筒井・勝部・上内・原田・坂田・田中） （杉本・古谷・高橋・廣瀬・本多・八百屋）

（菊池・河野・馬場・大野・安村） （宮本・米田・赤川・三味・徳永）

優勝：GOOD TIME 準優勝：村上酔軍

（佐伯・飯田・北島・吉永） （小方・戸梶・駒井・延江・村上・久保井）
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【第１３１回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中村　貢・大濵　由季 酒井　秀樹・酒井　凛 小川・繁村

２０１４．１２．２８ Ａ＆Ｂ級 （Win the Match） （アシニス・やすいそ庭球部） （MHI・ながれもの）

（呉市総合ＳＣ) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 前田　将重・坂田　恵子 高下　宗潤・田中　祐希 筒井・原田

ＣＤ級 （いのうえＴＧ・アシニス） （アシニス） （アシニス）

【第１３２回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 尾園 　仁 ・ 小西　澪 渡辺 修宏 ・ 西久保絵里 岡田 ・ 坂田

２０１５．０１．１２ ＡＢ級 （フリ－） （ながれもの) （宮島ＴＣ・Ｗin the Ｍatch）

（広島広域公園) 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小方　竜士・川本　奈穂 西元　和行 ・ 秦 千明 斉藤 ・ 森内

ＣＤ級 （Ｂ-WAVE・あした天気になあれ） （西条ロイヤルＴＣ・リョーコーＴＣ）
（西条ロイヤルＴＣ・

リョーコーＴＣ）

【第１３３回大会】 混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 瀧岡　 英則 ・ 渡辺 　佳代 沖田 　一宏 ・ 田中 　祐希 堀部 ・ 秦

２０１５．０１．２４ ＢＣＤ級 （ながれもの） （アシニス）
（Win the Match・
リョーコーＴＣ）

（呉市総合ＳＣ) 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中村 　 貢 ・ 西本 　翔 瀧岡 　英則 ・ 小西 　雄太 河野 ・ 中山

ＢＣ級 （Win the Match・ＨＣＵ） （ながれもの・ラフ＆ラフ） （ウシターズ）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 井上 　晃介 ・ 上田 　高裕 白坂　 和徳 ・ 曽田　 是則 赤塚 ・ 原

Ｄ級 （ＧＲＡＮＤＥ） （Pot Belly） （グリーンビートル）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 石田由美子 ・ 神原左智子 中川　 礼子 ・ 曽田　 圭子 蔵重 ・ 三味

ＢＣ級 （リョーコーTC・アキラITC） （Pot Belly） （リョーコーＴＣ・アシニス）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中川 　智美 ・ 森内 　京子 正願 　奈都 ・ 平口　 瑞恵 津田 ・ 原田

Ｄ級 （リョーコーTC） （リョーコーTC・フリー） （アシニス）

【第１３４回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 沖　中　　　誠 中　村　　　貢 北　島

２０１５．０２．１１ ＢＣ級 （ＮＯ　ＭＡＲＫ） （Win The Match） (GOODTIME)

（呉市総合ＳＣ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 牧　　由貴菜 上　野　　京　香 杉　井

ＢＣ級 （NBテニスガーデン） （やすいそ庭球部） （ハクワＴＣ）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 中　福　　秀　治 前 　 　　圭　祐 城　下

Ｄ級 （かかしテニスクラブ） （グリーンビートル） （Good Time）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 岩　田　　真規子 河　嵜　香　子 原　田

Ｄ級 （アシニス） （アシニス） （アシニス）

【第１３５回大会】 男子団体戦

２０１５．３．２２ ＡＢ級

（呉市総合ＳＣ)

女子団体戦

ＡＢ級

男子団体戦

ＣＤ級

女子団体戦

ＣＤ級

【第１３６回大会】 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 土　屋　 信　弘 千　振　多　作 頼　實

２０１５．０３．２９ Ｃ級 （アシニス） （ＭＴＲ） (ルーキーズ)

（呉市総合ＳＣ) 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 上　野　京　香 森　内　京　子

Ｃ級 （やすいそ庭球部） （リョーコーＴＣ）

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 佐　藤　 健　志 中　福　　秀　治 山　田

Ｄ級 （フォレストコースト） （かかしテニスクラブ） （チームＹ2）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 原　田　幸　恵 千　振　 真　紀 川　原

Ｄ級 （アシニス） （ルネサンス広島） （アシニス）

（橋本・野中・里・井上・坪谷・戸光） （春木・花岡・山口・末永）

第三位：つんつくつん Ｋのために

（光森・川原・清水・洞木） （藤川・小林・吉田・楠本・越智）

優勝：さむいんだからぁ 準優勝：ＴＫＢ

（森内・秦・田中・坂田） （田窪・宮原・山田・獅々見・浦出）

優勝：はいたっち 準優勝：ルーキーズ

（杉本・山田・高橋・古田・新屋・行松） （大庭・駒井・松島・貞広・若山）

第三位：NA Crampと愉快な仲間達 エアーＪ

（金山・清田・久保・西久保・安成） （三反田・山口・岩瀬・大成・山崎）

第三位：リアルゴールド アフタヌーン・ティー

（亀岡・春貝地・山本・水戸・采原・河野） （地村・米澤・坂倉・真部・加村・土肥）

優勝：Ｔｅａｍ Ｆｒｉｄａｙ！ 準優勝：ウシターズ

（武田・松尾・渡辺・岡田・久保・田部） （菊池・藤井・山田・池田・河野・武田）

優勝：後日連絡します 準優勝：マーブル

アシニスクラブのホームページ … http://www.ashinnis-n.net　　


