
第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子Aクラス-予選リーグ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

Aブロック(NB 9:30)

選手登

録番号
所属団体 1 北見・田村 2 藤木・青山 3 名嘉眞・富永 4 嘉数・新垣 勝敗 順位

1 000160
000746

S.T.K
W.S

北見 雄治郎 [1]

田村 知大
8-2 1-8 8-1 2-1 2

2 004503
008173

空自那覇
空自那覇

藤木 敏也
青山 桂二

2-8 3-8 8-6 1-2 3

3 011538
007606

ナカマ家電サービス

チームSTEP

名嘉眞 翼
富永 健司

8-1 8-3 8-0 3-0 1

4 000671
001732

沖縄国際大学
沖縄国際大学

嘉数 賢汰
新垣 晴矢

1-8 6-8 0-8 0-3 4

試合順序：１（１－２，３－４）、２（１－３，２－４）、３（１－４，２－３）

Bブロック(NB 9:30)

選手登

録番号
所属団体 5中村・大城 6宮良・高江洲 7井上・塚本 8兼次・石村 勝敗 順位

5 002715
003614

shot
shot

中村 翔 [2]

大城 祥平 7-9 w.o. Won
0-0 Ret.

Lost
1-2 3

6 001256
001011

フリー
沖縄国際大学

宮良 森
高江洲 拓実 9-7 w.o. Won 8-6

3-0 1

7 009656
004511

空自那覇
空自那覇

井上 俊之
塚本 祐一 w.o. Lost w.o. Lost w.o. Lost

0-3 4

8 009116
005742

日本郵便株式会社
(株)  Ｉmpress

兼次 竜佑
石村 幸慎

0-0 Ret.
Won 6-8 w.o. Won

2-1 2

試合順序：１（５－６，７－８）、２（５－７，６－８）、３（５－８，６－７）

第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子Aクラス　決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者

011538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 

A 007606 チームSTEP 富永 健司 名嘉眞 翼 

001256 フリー 宮良 森 富永 健司 

B 001011 沖縄国際大学 高江洲 拓実 8-2  

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート



第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子Bクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

007549 shot 仲村 卓 [1] 

1 007554 沖縄大学 山城 翔夢 仲村 卓 [1] 

   山城 翔夢 

2   Bye 1  松田 崇 
000400 沖縄国際大学 松田 崇  赤嶺 響太 

3 002141 沖縄国際大学 赤嶺 響太 松田 崇 9-8(7)  
001976 沖縄高専 大城 秀 赤嶺 響太  

4 011958 琉大医 金城 友有 8-5  松田 崇 
012015 恩納テニスクラブ 市成 祐也  赤嶺 響太 

5 010820 恩納テニスクラブ 翁長 幸成 仲松 喬弥 8-4  
007370 フリー 仲松 喬弥 島袋 史斗  

6 010053 UTC 島袋 史斗 8-5  伊佐 常倫 
004870 北中城村役場 伊佐 常倫  郭 宇彬 

7 004871 テラスホテルズ 郭 宇彬 伊佐 常倫 8-4  
010467 MRS 庄司 陽 [6] 郭 宇彬  

8 008526 MRS 野口 勇 8-5  東江 隆弥 
010248 BLITZ 依光 洋平 [4]  玉寄 貴也 

9 009755 BLITZ 村田 正将 依光 洋平 [4] 8-3  
006233 沖縄国際大学 宮國 貴大 村田 正将  

10 004433 チームK 新垣 佳久 8-6  東江 隆弥 
11800 東江電気工事会社 東江 隆弥  玉寄 貴也 

11 006292 UTC 玉寄 貴也 東江 隆弥 8-2  
004407 shot 中村 恒 玉寄 貴也  

12 004927 チームK 平良 和樹 8-3  東江 隆弥 
004810 漫友会ストレート 後盛 秀丈  玉寄 貴也 

13 003590 漫友会ストレート 真栄城 嵩 後盛 秀丈 8-2  
004514 チームTAKARA 名嘉真 英之 真栄城 嵩  

14 004515 海邦銀行 宮城 琴也 8-4  後盛 秀丈 
010870 那覇工業高校職員 幸地 悠作  真栄城 嵩 

15 006297 TCμ 金城 志彦 宮城 朋弥 [8] 9-7  
007553 那覇市役所 宮城 朋弥 [8] 比嘉 貴洋  

16 008551 琉大おーびー 比嘉 貴洋 8-4  東江 隆弥 
009253 MGD 宮城 豊 [7]  玉寄 貴也 

17 005437 サンテニス 高江洲 真也 宮城 豊 [7] 8-2  
011961 久米島テニスクラブ 喜久里 真吾 高江洲 真也  

18 011521 KTC 梅沢 亮 w.o. 田村 佳大 
001236 明治大学 田村 佳大  知名 元気 

19 002061 フリー 知名 元気 田村 佳大 8-4  
004519 チームTAKARA 澤西 章仁 知名 元気  

20 004512 チームTAKARA 高良 恭平 8-5  田村 佳大 
009696 恩納テニスクラブ 原口 啓太  知名 元気 

21 009694 恩納テニスクラブ 玉城 力 原口 啓太 8-2  
012463 shot 嵩原 信 玉城 力  

22 010052 shot 眞榮城 進一 8-5  下地 康文 [3] 

005415 漫友会 伊野波 保  伊差川 隼人 

23 004464 漫友会 渡慶次 勝次 下地 康文 [3] 8-2  
006607 琉大ＯＢ 下地 康文 [3] 伊差川 隼人  

24 010199 琉大ＯＢ 伊差川 隼人 8-3  田村 佳大 
002468 チームＫ 伊吉 明 [5]  知名 元気 

25 005451 チームＫ 儀間 仁 山内 恵今 9-8(1)  
004498 南部商業高校職員 山内 恵今 與那覇 景  

26 006102 豊見城高校職員 與那覇 景 8-5  山内 恵今 
012473 MRS 大島 竜太  與那覇 景 

27 003014 MRS 長野 和仁 平良 剛俊 9-8(4)  
009132 クローバー 平良 剛俊 知花 大地  

28 009139 クローバー 知花 大地 8-6  山内 恵今 
009147 フリー 石川 弘介  與那覇 景 

29 009127 フリー 赤嶺 諒 マヤンク アガワル 8-6  
010392 OIST ﾏﾔﾝｸ ｱｶﾞﾜﾙ 金城 太吾  

30 004932 aiaiコラソン 金城 太吾 8-5  マヤンク アガワル 

    金城 太吾 
31   Bye 2 比嘉 允顕 [2] 8-3  

008509 フェニックス 比嘉 允顕 [2] 銘苅 裕二  
32 001442 クローバー 銘苅 裕二  

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子Cクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

009236 玉城軍 上原 卓巳 
1 010130 サンデーズ 與那城 章一 上原 卓巳 

   與那城 章一 
2   Bye 1  中原 健太郎 

008434 北谷SC 原田 寛之  押川 弘和 
3 009770 北谷SC 足立 晃一 中原 健太郎 8-2  

006878 沖観所 中原 健太郎 押川 弘和  
4 010865 海自那覇 押川 弘和 w.o. 中原 健太郎 

    押川 弘和 
5   Bye 9 山田 宗弥 8-3  

010822 恩納テニスクラブ 山田 宗弥 新里 吉史  
6 010818 恩納テニスクラブ 新里 吉史  平安名 智貴 

    新崎 隼一 
7   Bye 7 平安名 智貴 Disqualified （失格）

003604 琉大医 平安名 智貴 新崎 隼一  
8 010205 琉大医 新崎 隼一  中原 健太郎 

008629 MTC 吉味 拓真  押川 弘和 
9 002695 MTC 宮里 周作 吉味 拓真 8-5  

   宮里 周作  
10   Bye 3  毛利 慎吾 

007543 ADJ 毛利 慎吾  真栄喜 清吾 
11 006271 ADJ 真栄喜 清吾 毛利 慎吾 8-3  

   真栄喜 清吾  
12   Bye 13  嶺井 靖之 

    浦添 朝紀 
13   Bye 12 嶺井 靖之 9-7  

005716 サンテニス 嶺井 靖之 浦添 朝紀  
14 004860 FTC 浦添 朝紀  嶺井 靖之 

    浦添 朝紀 
15   Bye 5 宮里 真太郎 8-5  

012185 KTC 宮里 真太郎 玉寄 正弥  
16 011528 久米島テニスクラブ 玉寄 正弥  石津 諒 

011963 サザンストーン 屋富祖 徳充  細川 忠明 
17 012470 ぴ～やん 津波 義也 屋富祖 徳充 8-0  

   津波 義也  
18   Bye 6  川満 佑一 

010236 サンデーズ 川満 佑一  照屋 貴博 
19 010135 サンデーズ 照屋 貴博 川満 佑一 8-5  

   照屋 貴博  
20   Bye 11  石津 諒 

011946 フリー 石津 諒  細川 忠明 
21 009123 軟友会テニスクラブ 細川 忠明 石津 諒 8-2  

004419 ラッキーTC 宮国 清 細川 忠明  
22 004283 ラッキーＴＣ 渡慶次 明 8-2  石津 諒 

    細川 忠明 
23   Bye 4 渡辺 桂太 8-1  

008674 琉大医 渡辺 桂太 高江洲 大  
24 000249 琉大医 高江洲 大  石津 諒 

004047 海邦銀行 城間 大地  細川 忠明 
25 004048 KBC 山城 裕紀 城間 大地 8-1  

   山城 裕紀  
26   Bye 8  三輪 貢勢 

011490 チームTRY 三輪 貢勢  義永 寛 
27 006208 チームTRY 義永 寛 三輪 貢勢 8-3  

   義永 寛  
28   Bye 10  三輪 貢勢 

004695 六期会 安里 剛  義永 寛 
29 006872 マワシゲリ 金城 光秀 平田 直也 8-6  

005785 ナイスデー 平田 直也 比嘉 祐二  
30 006793 沖日会 比嘉 祐二 8-1  平田 直也 

    比嘉 祐二 
31   Bye 2 北原 邦彦 8-3  

008522 日渡ブートキャンプ 北原 邦彦 日渡 健二  
32 008523 日渡ブートキャンプ 日渡 健二  

平成２８年９月１７日（土）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子Dクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

011956 縁内装 上原 昇平 
1 012474 フリー 松田 達也 上原 昇平 

   松田 達也 
2   Bye 1  上原 昇平 

010821 恩納テニスクラブ 坂本 克典  松田 達也 
3 012472 恩納テニスクラブ 山田 光輝 田本 浩一 8-2  

006135 NJT 田本 浩一 白井 陽太郎  
4 006614 OIST 白井 陽太郎 8-0  上原 昇平 

011863 OBCOテニス部 上原 一仁  松田 達也 
5 011862 OBCOテニス部 多良間 英明 上原 一仁 8-3  

009134 フリー 瀧井 勇士 多良間 英明  
6 009133 フリー 鈴木 晶也 8-2  上原 一仁 

    多良間 英明 
7   Bye 7 宮脇 彰 8-2  

010882 フリー 宮脇 彰 宮脇 聡  
8 006248 宮良倶楽部 宮脇 聡  上原 昇平 

005358 AMR 濱元 昭  松田 達也 
9 005359 AMR 金城 正樹 濱元 昭 8-6  

   金城 正樹  
10   Bye 3  濱元 昭 

009713 Team3355 伊波 幸広  金城 正樹 
11 010871 Team3355 長元 司 吉岡 将広 8-0  

011995 TCμ 吉岡 将広 城間 郁男  
12 012000 TCμ 城間 郁男 w.o. 濱元 昭 

012471 OBCOテニス部 柴田 毅  金城 正樹 
13 011864 OBCOテニス部 青谷 敦司 平良 樹貴 8-5  

004301 ラッキーＴＣ 平良 樹貴 谷渕 圭祐  
14 008684 ラッキーTC 谷渕 圭祐 8-3  平良 樹貴 

    谷渕 圭祐 
15   Bye 5 島袋 正幸 8-5  

008437 ヤシマ工業 島袋 正幸 與儀 孝之  
16 008433 フリー 與儀 孝之  上原 昇平 

004334 県庁テニスクラブ 武田 智  松田 達也 
17 006080 KKKT 許田 重明 武田 智 8-3  

   許田 重明  
18   Bye 6  井戸 洋行 

010333 OBCOテニス部 井戸 洋行  橋本 浩 
19 011910 OBCOテニス部 橋本 浩 井戸 洋行 Disqualified （失格）

010267 ガチンコ 上間 正彦 橋本 浩  
20 012478 ガチンコ 岡田 幸士 8-4  大西 誠司 

004251 六期会 奥濱 真一  當間 大悟 
21 004570 六期会 石井 周 大西 誠司 8-4  

006887 TCμ 大西 誠司 當間 大悟  
22 011849 沖縄ＨＮＳ 當間 大悟 8-6  大西 誠司 

    當間 大悟 
23   Bye 4 久留島 理夫 8-0  

012469 フリー 久留島 理夫 砂川 雅哉  
24 008156 フリー 砂川 雅哉  奥田 秀和 

010058 チャレンジ 座間味 佳孝  金城 幸彦 
25 008181 チャレンジ 正一 亨 奥田 秀和 8-3  

004296 ラッキーテニス 奥田 秀和 金城 幸彦  
26 004305 ラッキーTC 金城 幸彦 8-6  奥田 秀和 

012480 TCμ 下地 進矢  金城 幸彦 
27 012466 TCμ 小橋川 政人 富山 輝夫 8-1  

011851 セントラル 富山 輝夫 新里 朝信  
28 010892 まわしげり 新里 朝信 8-3  奥田 秀和 

004751 チーム西原 中村 健志  金城 幸彦 
29 009119 ザ☆リターン。 佐野 誠一 中村 健志 8-4  

006076 KKKT 小嶺 敬 佐野 誠一  
30 011525 TCμ 浦野 史朗 8-3  金城 良和 

    高良 徹 
31   Bye 2 金城 良和 8-4  

011880 グッピー 金城 良和 高良 徹  
32 012465 グッピー 高良 徹  

平成２８年９月１７日（土）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子45才-予選リーグ
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

Aブロック
選手登

録番号
所属団体 1 前仲・片山 2 屋良・石川 3 照屋・真境名 勝敗 順位

1 004238
012459

漫友会
レスポートサックジャパン

前仲 清浩 [2]

片山 利之
8-1 2-8 1-1 2

2 006761
003599

TCμ
フリー

屋良 朝群
石川 清昭

1-8 2-8 0-2 3

3 004603
004524

teamTRY
TeamJoo

照屋 兼司
真境名 啓

8-2 8-2 2-0 1

試合順序：　１（１－２）NB 10:30 　、　２（２－３）NB 12:30 　、　３（１－３）

Bブロック
選手登

録番号
所属団体 4井藤・杉本 5新納・金城 6宮城・源河 勝敗 順位

4 003617
002231

A'sFactory
A'sFactory

井藤 善夫 [1]

杉本 博
4-8 2-8 0-2 3

5 005409
004789

漫友会
あっちゃんず軍団

新納 俊一郎
金城 宏也

8-4 3-8 1-1 2

6 006803
004535

TCμ
TCμ

宮城 光男
源河 朝史

8-2 8-3 2-0 1

試合順序：　１（４－５）NB 10:30 　、　２（５－６）NB 12:30 　、　３（４－６）

第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子45才　決勝戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Final 勝者 
004603 teamTRY 照屋 兼司

A 004524 TeamJoo 真境名 啓 宮城 光男
006803 TCμ 宮城 光男 源河 朝史

B 004535 TCμ 源河 朝史 8-3

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート



第３８回ダンロップ杯テニス大会

男子55才
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 [1] 

1 005420 宮城TC 比嘉 義行 平良 博紀 [1] 

004051 ワープ 安次嶺 昌記 比嘉 義行 

2 004299 朝練クラブ 鉢嶺 元安 8-3  平良 博紀 [1] 

004521 チームK 嘉数 好規  比嘉 義行 

3 006075 フリー 大村 浩三 嘉数 好規 8-5  
003558 那覇ローンテニスクラブ 渡嘉敷 義浩 大村 浩三  

4 004894 護佐丸 砂川 典久 8-2  比嘉 健 [2] 

000011 チャレンジ 仲栄真 政作  浦崎 薫 

5 003567 チャレンジ 国吉 広典 湧田 森明 8-1  
005457 TCμ 湧田 森明 玉城 義久  

6 004306 ラッキーTC 玉城 義久 8-6  比嘉 健 [2] 

004435 ウェーデルンTC 伊志嶺 隆  浦崎 薫 

7 004101 ウェーデルンTC 村井 博哉 比嘉 健 [2] 8-2  

005748 護佐丸 比嘉 健 [2] 浦崎 薫  

8 004479 護佐丸 浦崎 薫 8-2  

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会

女子Aクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

決勝リーグ
選手登

録番号
所属団体 1 下里・新垣 2 宮城・桑原 3仲村・小濱 勝敗 順位

1
000548
000007

琉球大学
沖縄国際大学

下里 梨紗 [1]

新垣 貴実子
8-0 5-8 1-1 2

2
002312
002166

嘉手納町役場
琉リハ

宮城 李奈
桑原 千海

0-8 4-8 0-2 3

3
006111
009153

チャレンジ
ミルキーウェイ

仲村 利沙 [2]

小濱 祐奈
8-5 8-4 2-0 1

試合順序：　１（１－２）NB10:30 　、　２（２－３）NB13:00 　、　３（１－３）

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート



第３８回ダンロップ杯テニス大会

女子Bクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004873 空自那覇 塚本 いずみ [1] 

1 004440 ａｉａｉコラソン 玉城 千春 塚本 いずみ [1] 

   玉城 千春 

2   Bye 1  塚本 いずみ [1] 

011940 SWiMMY 瀬長 明日香  玉城 千春 

3 012001 SWiMMY 重 マリ子 瀬長 明日香 8-3  
004803 フリー 安慶名 磨紀 重 マリ子  

4 004577 ＴＣμ 金城 佐枝美 w.o. 塚本 いずみ [1] 

009140 Free dom 佐久川 美代子 [3]  玉城 千春 

5 008650 プロバンス 鎌田 美奈子 佐久川 美代子 [3] 8-2  

   鎌田 美奈子  

6   Bye 3  徳永 増美 
004694 ちむちむ 徳永 増美  田澤 悦子 

7 004545 ちむちむ 田澤 悦子 徳永 増美 9-8(3)  
   田澤 悦子  

8   Bye 5  儀間 真紀 
    金城 美佳 

9   Bye 6 儀間 真紀 8-5  
004565 チームわくがわ 儀間 真紀 金城 美佳  

10 009154 ミルキーウェイ 金城 美佳  儀間 真紀 
    金城 美佳 

11   Bye 4 上江洌 美智子 [4] 8-5  

004547 TCμ 上江洌 美智子 [4] 伊志嶺 初美  

12 010338 TCμ 伊志嶺 初美  儀間 真紀 

007573 チーム西原 前田 香織  金城 美佳 
13 006724 チーム西原 島袋 美香 前田 香織 8-1  

004837 チームGOLD 末吉 政子 島袋 美香  
14 004905 チームGOLD 石垣 富子 8-2  前田 香織 

    島袋 美香 
15   Bye 2 与那覇 ヨシ子 [2] 8-5  

003559 一球会 与那覇 ヨシ子 [2] 金城 悦子  

16 004439 西原早起きテニス 金城 悦子  

平成２８年９月１８日（日）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会

女子Cクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

008500 グッピー 比嘉 美香 
1 004533 グッピー 石川 智子 比嘉 美香 

   石川 智子 
2   Bye 1  比嘉 美香 

004674 TCμ 島本 和代  石川 智子 
3 004662 TCμ 相羽 美紗子 島本 和代 8-6  

004487 チーム3292 伊波 美穂 相羽 美紗子  
4 006163 早起き会 垣花 修子 8-6  仲西 早苗 

    山里 恵子 
5   Bye 9 田場 美智子 8-4  

004683 宮城 ＴＣ 田場 美智子 神山 美佳  
6 000667 Baby Steps 神山 美佳  仲西 早苗 

    山里 恵子 
7   Bye 7 仲西 早苗 8-3  

004725 TC we 仲西 早苗 山里 恵子  
8 005789 Ｆlower f 山里 恵子  仲西 早苗 

010116 TCμ 當山 田岐子  山里 恵子 
9 006764 チームK 金城 美佐江 當山 田岐子 8-4  

   金城 美佐江  
10   Bye 3  當山 田岐子 

008037 遊フォルビア 城間 かよ子  金城 美佐江 
11 006129 遊フォルビア 早瀬 元子 城間 かよ子 w.o. 

   早瀬 元子  
12   Bye 13  上原 京子 

    喜友名 いつ子 
13   Bye 12 上原 京子 8-3  

006171 Flower＊F 上原 京子 喜友名 いつ子  
14 008390 Baby Steps 喜友名 いつ子  上原 京子 

    喜友名 いつ子 
15   Bye 5 比嘉 志津代 8-0  

003565 ラッキーラビット 比嘉 志津代  玉寄 紀子  
16 008068 ラッキーラビット 玉寄 紀子  小嶺 裕子 

008665 空自那覇 山崎 二史子  浦野 久美 
17 008402 TCμ 金城 ひろみ 山崎 二史子 6-6 Ret. 

   金城 ひろみ  
18   Bye 6  山崎 二史子 

004746 コスモ 神谷 利津子  金城 ひろみ 
19 006128 ウッディーズ 金城 千加子 神谷 利津子 8-6  

   金城 千加子  
20   Bye 11  小嶺 裕子 

    浦野 久美 
21   Bye 14 小嶺 裕子 8-1  

004883 TCμ 小嶺 裕子 浦野 久美  
22 010829 チームしろう 浦野 久美  小嶺 裕子 

    浦野 久美 
23   Bye 4 上原 祐子 8-4  

004684 早起き会 上原 祐子 岡崎 真由美  
24 005429 チーム3292 岡崎 真由美  小嶺 裕子 

006611 M's 眞榮城 さつき   浦野 久美 
25 003555 Baby Steps 長嶺 朋子 眞榮城 さつき 8-4  

   長嶺 朋子  
26   Bye 8  眞榮城 さつき 

004641 TCμ 太田 かおり  長嶺 朋子 
27 004902 チーム３２９２ 金城 久代 太田 かおり 8-6  

   金城 久代  
28   Bye 10  喜多 倫子 

004947 T.T.T. 前田 あずさ  高良 道子 
29 004946 T.T.T. 砂川 幸子 喜多 倫子 8-2  

010710 フリー 喜多 倫子 高良 道子  
30 004819 チームわくがわ 高良 道子 8-1  喜多 倫子 

    高良 道子 
31   Bye 2 下地 孝子 8-5  

006177 スーン 下地 孝子 渡真利 美幸  
32 006299 TCμ 渡真利 美幸  

平成２８年９月１７日（土）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会
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選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

012461 グッピー 上地 睦子 
1 011889 グッピー 矢野 淳子 上地 睦子 

012477 ゆいまーるT.C 大城 美里 矢野 淳子 
2 012476 ゆいまーるT.C 生嶋 志帆 8-2  上地 睦子 

010124 サンデーズ 大嶺 歩  矢野 淳子 
3 010121 サンデーズ 神里 奈津美 杉田 真也 8-3  

011534 ウェーデルン 杉田 真也 田中 由美子  
4 011578 ウェーデルンTC 田中 由美子 8-1  上地 睦子 

011955 カモンズ 屋我 恵子  矢野 淳子 
5 011527 カモンズ 新垣 美智子 屋我 恵子 8-1  

011882 OBCOテニス部 上地 陽子 新垣 美智子  
6 011874 OBCOテニス部 平良 一恵 8-0  屋我 恵子 

012460 フリー 仲宗根 由賀  新垣 美智子 
7 010126 サンデーズ 服部 奈美 仲宗根 由賀 9-8(7)  

010883 TCμ 知念 美和 服部 奈美  
8 009782 陸自那覇 高嶋 なぎさ w.o. 

平成２８年９月１７日（土）奥武山公園テニスコート
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第３８回ダンロップ杯テニス大会
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

003553 A'sFactory 井藤 京子 [1] 

1 010064 チームわくがわ 池谷 小百合 井藤 京子 [1] 

   池谷 小百合 

2   Bye 1  井藤 京子 [1] 

004768 チームジェニファー 仲俣 由美  池谷 小百合 

3 004698 チームジェニファー 桃原 春美 喜納 ひとみ 8-0  
004119 ライナーズ 喜納 ひとみ 照屋 智美  

4 004609 ふぁにーず 照屋 智美 8-3  井藤 京子 [1] 

004964 いちごクラブ 宮城 エツ子  池谷 小百合 

5 004909 いちごクラブ 松本 三千代 宮城 エツ子 8-4  
   松本 三千代  

6   Bye 3  宮城 エツ子 
005382 テニスのTRY 下地 小百合  松本 三千代 

7 005405 チームオーロラ 草壁 瑞恵 下地 小百合 8-6  
   草壁 瑞恵  

8   Bye 5  井藤 京子 [1] 

    池谷 小百合 

9   Bye 6 仲本 典子 8-3  
004822 プロバンス 仲本 典子 玉城 涼子  

10 000022 チャレンジ 玉城 涼子  嘉陽 則子 
    宮城 聖子 

11   Bye 4 嘉陽 則子 9-7  
005492 チムチム 嘉陽 則子 宮城 聖子  

12 004851 チームジェニファー 宮城 聖子  嘉数 三代 [2] 

002952 いちごクラブ 大嶋 弘美  小林 弥生 

13 004550 いちごクラブ 嵩西 園子 石原 トモ子 8-1  
004600 チームジェニファー 石原 トモ子 赤嶺 ゆかり  

14 004697 ナオキーズ 赤嶺 ゆかり 8-3  嘉数 三代 [2] 

    小林 弥生 

15   Bye 2 嘉数 三代 [2] 8-2  

004520 チームK 嘉数 三代 [2] 小林 弥生  

16 008028 北谷ＳＣ 小林 弥生  
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