
平成２８年度夏季テニス大会

男子オープン　単-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録

番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 

    

1 004512  チームTAKARA 高良 恭平 [1]  

    高良 恭平 [1] 

2    Bye   
     喜屋武 泰成 

3 011968  琉球大学 喜屋武 泰成  8-6  
    喜屋武 泰成  

4    Bye   

     慶留間 智貴 [10] Q1

5    Bye  9-8  
    上原 陽人  

6 001740  フリー 上原 陽人   

     慶留間 智貴 [10] 

7    Bye  8-3  
    慶留間 智貴 [10]  

8 007768  特進ファイターズ 慶留間 智貴 [10]  

     

9 001011  沖縄国際大学 高江洲 拓実 [2]  

    高江洲 拓実 [2] 

10    Bye   

     高江洲 拓実 [2] 

11 011994  スイミー 窪田 剛  8-0  
    窪田 剛  

12    Bye   

     高江洲 拓実 [2] Q2

13    Bye  w.o. 
    廣渡 藍之  

14 001585  普天間高校 廣渡 藍之   

     多和田 真斗 [13] 

15    Bye  9-8(5)  
    多和田 真斗 [13]  

16 000776  フリー 多和田 真斗 [13]  

     

17 005360  漫友会ストレート 喜名 景一朗 [3]  

    喜名 景一朗 [3] 

18    Bye   
     金城 賢智 

19 002577  沖縄国際大学 金城 賢智  8-6  
    金城 賢智  

20    Bye   
     金城 賢智 Q3

21    Bye  8-2  
    真栄城 嵩  

22 003590  結TC 真栄城 嵩   

     浦崎 政臣 [11] 

23    Bye  8-4  
    浦崎 政臣 [11]  

24 006606  那覇市立病院 浦崎 政臣 [11]  

     

25 004953  T宮良倶楽部 大城 博俊 [4]  

    大城 博俊 [4] 

26    Bye   
     吉田 成帆 

27 011966  琉球大学 吉田 成帆  8-0  
    吉田 成帆  

28    Bye   
     吉田 成帆 Q4

29    Bye  8-3  
    柚木崎 裕  

30 009222  TCμ 柚木崎 裕   
     柚木崎 裕 

31    Bye  8-2  
    宮國 貴大 [16]  

32 006233  沖縄国際大学 宮國 貴大 [16]  
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33 007549  shot 仲村 卓 [5]  

    仲村 卓 [5] 

34    Bye   

     仲村 卓 [5] 

35 007370  UTC 仲松 喬弥  8-1  
    仲松 喬弥  

36    Bye   

     宮城 渡 [14] Q5

37    Bye  8-4  
    兼島 充基  

38 004852  琉大医 兼島 充基   

     宮城 渡 [14] 

39    Bye  8-6  
    宮城 渡 [14]  

40 001633  沖縄国際大学 宮城 渡 [14]  

     

41 010053  フリー 島袋 史斗 [6]  

    島袋 史斗 [6] 

42    Bye   
     時任 大成 

43 011872  琉球大学 時任 大成  8-1  
    時任 大成  

44    Bye   

     前田 耕平 [15] Q6

45    Bye  8-2  
    宇座 圭太  

46 000752  沖縄国際大学 宇座 圭太   

     前田 耕平 [15] 

47    Bye  9-7  
    前田 耕平 [15]  

48 004716  UTC 前田 耕平 [15]  

     

49 006581  フリー 東迎 高誉 [7]  

    東迎 高誉 [7] 

50    Bye   
     丹羽 悠 

51 004501  琉大医 丹羽 悠  8-2  
    丹羽 悠  

52 001587  普天間高校 廣渡 泰斗 9-8   
     丹羽 悠 Q7

53    Bye  8-6  
    高橋 紀幸  

54 005477  漫友会ストレート 高橋 紀幸   
     高橋 紀幸 

55    Bye  8-2  
    高江洲 義智 [12]  

56 008605  OPC 高江洲 義智 [12]  

     

57 010192  宜野湾市役所 親川 巧 [8]  

    親川 巧 [8] 

58    Bye   
     秋山 耀 

59 005614  フリー 秋山 耀  8-6  
    秋山 耀  

60 000400  沖縄国際大学 松田 崇 w.o.  
     秋山 耀 Q8

61    Bye  8-5  
    權藤 丞  

62 010841  MRS 權藤 丞   

     長嶺 慶一 [9] 

63    Bye  w.o. 
    長嶺 慶一 [9]  

64 009727  swimmy 長嶺 慶一 [9]  
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1 004146  EAST BLUE 新里 朝彦 [1]  
    吉里 伸太 

2 001515  知念高校 吉里 伸太 8-2   
     吉里 伸太 

3 001732  沖縄国際大学 新垣 晴矢  8-6  
    前田 耕平  

4 004716  UTC 前田 耕平 8-2   

     平良 康太郎 [5] 

5 000751  ロイヤルTE 仲間 舜  8-2  
    丹羽 悠  

6 004501  琉大医 丹羽 悠 8-6   

     平良 康太郎 [5] 

7 007768  特進ファイターズ 慶留間 智貴  8-0  

    平良 康太郎 [5]  

8 001469  チームわくがわ 平良 康太郎 [5] 8-1   

     宮城 孝雅 

9 005440  沖電TC 浦崎 陽平 [3]  8-3  
    高江洲 拓実  

10 001011  沖縄国際大学 高江洲 拓実 8-2   
     高江洲 拓実 

11 004464  漫友会 渡慶次 勝次 [16]  8-4  

    喜瀬 陽大 [13]  

12 000158  北谷SC 喜瀬 陽大 [13] 8-4   

     宮城 孝雅 

13 004936  漫友会 渡嘉敷 勉 [15]  4-3 Ret. 
    吉田 成帆  

14 011966  琉球大学 吉田 成帆 8-1   
     宮城 孝雅 

15 006592  琉大医 宮城 孝雅  8-0  
    宮城 孝雅  

16 006753  チームわくがわ 奈良 美輝 [6] 8-3   

     萩原 由法 [14] 

17 004498  南部商業高校職員 山内 恵今 [8]  3-6 7-5 6-3  

    比嘉 光国 [10]  

18 004103  漫遊会 比嘉 光国 [10] 8-5   

     比嘉 光国 [10] 

19 000308  琉大医 豊里 駿  8-0  
    豊里 駿  

20 006309  トミザラス 鉢嶺 清章 8-3   

     比嘉 光国 [10] 

21 001633  沖縄国際大学 宮城 渡  8-6  
    宮城 渡  

22 002715  shot 中村 翔 [9] 8-4   

     宮城 渡 

23 008173  空自那覇 青山 桂二 [11]  8-4  

    大山 凌弥 [4]  

24 000899  普天間高校 大山 凌弥 [4] 8-0   

     萩原 由法 [14] 

25 001441  BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 [7]  8-3  

    萩原 由法 [14]  

26 010083  S.T.K 萩原 由法 [14] 8-2   

     萩原 由法 [14] 

27 004511  空自那覇 塚本 祐一 [12]  8-2  

    塚本 祐一 [12]  

28 004867  shot 小嶺 幸己 8-6   

     萩原 由法 [14] 

29 002577  沖縄国際大学 金城 賢智  9-7  
    金城 賢智  

30 005614  フリー 秋山 耀 8-4   

     北見 雄治郎 [2] 

31 004503  空自那覇 藤木 敏也  8-0  

    北見 雄治郎 [2]  

32 000160  S.T.K 北見 雄治郎 [2] 8-1  
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1 009742  Y.Y 山田 義之 [1]  

    山田 義之 [1] 湯浅 憲補
2    Bye 1   5-7 6-3 10-5

     山田 義之 [1] 

3 005439  さんふらわー 島袋 直樹  8-1  
    島袋 直樹  

4 010349  フリー 伊佐 真吾 9-7   
     仲間 豊 

5 004857  琉大医 名城 政俊  8-6  
    名城 政俊  

6 001064  沖縄県立看護大学 大山 康博 8-4   
     仲間 豊 

7 005460  チームわくがわ 仲間 豊  8-6  
    仲間 豊  

8 008629  MTC 吉味 拓真 8-2   
     松田 拓也 

9 010074  南部病院テニスクラブ 大城 徹也  9-8(6)  
    大城 徹也  

10    Bye 9   
     大城 徹也 

11 008545  NALDA 比嘉 成人  8-2  
    大城 正義  

12 004451  まつだクリニック 大城 正義 9-8(4)   
     松田 拓也 

13 000657  琉大医 丑番 貴一  8-6  
    松田 拓也  

14 009216  琉球大学 松田 拓也 8-4   
     松田 拓也 

15    Bye 7  8-2  
    尾崎 秀尚 [5]  

16 008632  日渡ブートキャンプ 尾崎 秀尚 [5]   
     東江 拓海

17 010061  サンテニス 宮城 年男 [3]  8-1  
    宮城 年男 [3]  

18    Bye 3   

     宮城 年男 [3] 

19 008680  琉大医 仲本 憲人  8-4  
    平田 嗣雄  

20 009657  CTC 平田 嗣雄 9-7   
     永田 大星 

21 010207  名桜大学 永田 大星  8-6  
    永田 大星  

22 004574  ウッディーズ 具志川 隆 8-5   
     永田 大星 

23    Bye 13  8-3  
    屋比久 賢太  

24 011841  漫友会 屋比久 賢太   
     東江 拓海 

25 003602  宮良倶楽部 安慶名 智人  w.o. 
    安慶名 智人  

26    Bye 11   
     石津 諒 

27 011946  フリー 石津 諒  8-3  
    石津 諒  

28 004045  TTT 宮城 孝也 w.o.  
     東江 拓海 

29 004858  琉大医 東江 拓海  4-1 Ret. 
    東江 拓海  

30 006270  TCμ 赤嶺 秀樹 8-3   
     東江 拓海 

31    Bye 5  8-3  
    仲宗根 裕太 [8]  

32 010164  スイミー 仲宗根 裕太 [8]  

　決　勝　戦　

東江 拓海 

湯浅 憲補
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33 008523  日渡ブートキャンプ 日渡 健二 [7]  

    日渡 健二 [7] 

34    Bye 6   
     宮城 琴也 

35 011941  名桜大学 川端 リュウト  8-4  
    宮城 琴也  

36 004515  海邦銀行 宮城 琴也 8-2   
     宮城 琴也 

37 004816  フリー 廣渡 善治  8-2  
    與那城 章一  

38 010130  サンデーズ 與那城 章一 8-5   
     與那城 章一 

39    Bye 12  8-6  
    酒井 博史  

40 005740  Ｔ-one 酒井 博史   
     宮城 琴也 

41 010028  GREE 川満 章秀  8-3  
    川満 章秀  

42    Bye 14   
     喜屋武 拓馬 

43 009233  TTT 田村 一郎  9-7  
    喜屋武 拓馬  

44 004454  フリー 喜屋武 拓馬 w.o.  
     與那覇 景 

45 006102  球陽TC 與那覇 景  8-4  
    與那覇 景  

46 007755  琉大医 岡本 卓磨 8-5   
     與那覇 景 

47    Bye 4  8-3  
    比嘉 允顕 [4]  

48 008509  クローバー 比嘉 允顕 [4]   
     湯浅 憲補 

49 004356  安心ダイヤル 大城 栄 [6]  8-5  
    大城 栄 [6]  

50    Bye 8   

     大城 栄 [6] 

51 008058  フリー 武田 昌則  8-1  
    庄司 陽  

52 010467  MRS 庄司 陽 8-6   

     大城 栄 [6] 

53 009123  軟友会テニスクラブ 細川 忠明  9-7  
    細川 忠明  

54 011958  琉大医 金城 友有 8-2   
     平安名 智貴 

55    Bye 10  8-5  
    平安名 智貴  

56 003604  琉大医 平安名 智貴   
     湯浅 憲補 

57 007765  TCμ 大手 基弘  8-5  
    三輪 貢勢  

58 011490  try 三輪 貢勢 8-4   
     湯浅 憲補 

59 004076  さんふらわー 川平 哲郎  8-4  
    湯浅 憲補  

60 009602  bond 湯浅 憲補 8-4   
     湯浅 憲補 

61 002045  フリー 喜納 隼海  8-4  
    川満 多己雄  

62 009759  ウッディーズ 川満 多己雄 8-3   

     高江洲 大 [2] 

63    Bye 2  9-8(6)  
    高江洲 大 [2]  

64 000249  琉大医 高江洲 大 [2]  
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1 010495  グッピー 新垣 克紀  

    新垣 克紀 當眞 嗣貴
2    Bye 1   8-8 Ret.

     長谷川 徹 
3 006297  TCμ 金城 志彦  8-4  

    長谷川 徹  
4 004432  ウェーデルンTC 長谷川 徹 8-4   

     當眞 嗣貴 
5    Bye 17  8-3  

    當眞 嗣貴  
6 006725  NTC 當眞 嗣貴   

     當眞 嗣貴 
7    Bye 15  8-2  

    幸地 力  
8 011588  フリー 幸地 力   

     當眞 嗣貴 
9 011842  OPC 木村 貴宏  8-2  

    木村 貴宏  
10    Bye 9   

     木村 貴宏 
11 011981  TCμ 中野 大望  8-0  

    中野 大望  
12 008678  所属なし 村口 芳弘 8-2   

     木村 貴宏 
13 010205  琉大医 新崎 隼一  8-3  

    新崎 隼一  
14 009752  ガチンコ 上原 紀幸 8-0   

     新崎 隼一 
15    Bye 7  8-6  

    與那覇 政也  
16 009744  北谷ロイヤル 與那覇 政也   

     當眞 嗣貴 
17 011961  久米島テニスクラブ 喜久里 真吾  8-2  

    喜久里 真吾  
18    Bye 3   

     渡辺 桂太 
19 006722  県総TS 島 宏史  w.o. 

    渡辺 桂太  
20 008674  琉大医 渡辺 桂太 8-2   

     渡辺 桂太 
21 004794  ロイヤルTE 山本 明  8-5  

    山本 明  
22 006187  フリー 仲田 和弘 5-6 Ret.  

     佐久田 直克 
23    Bye 13  8-6  

    佐久田 直克  
24 006200  国際重機 佐久田 直克   

     渡辺 桂太 
25 010806  TCμ 横山 勝行  8-2  

    横山 勝行  
26    Bye 11   

     宮城 諒大 
27 010211  名桜大学 栄 耕太  8-3  

    宮城 諒大  
28 011845  フリー 宮城 諒大 8-4   

     長濱 真太 
29 008023  かわい 可愛 喜章  8-6  

    座間味 佳孝  
30 010058  チャレンジ 座間味 佳孝 8-6   

     長濱 真太 
31    Bye 5  8-5  

    長濱 真太  
32 006231  だぶるちきん 長濱 真太  

　決　勝　戦　

當眞 嗣貴

屋富祖 徳充 
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33 004058  TCμ 小関 勤一  

    小関 勤一 
34    Bye 6   

     小関 勤一 
35 004458  チームTK 牧田 謙之助  8-2  

    原 篤史  
36 010146  チャンス 原 篤史 8-6   

     屋富祖 徳充 
37 006837  OPC 砂川 拓也  8-5  

    屋富祖 徳充  
38 011963  サザンストーン 屋富祖 徳充 8-3   

     屋富祖 徳充 
39    Bye 12  8-1  

    佐野 誠一  
40 009119  ザ☆リターン。 佐野 誠一   

     屋富祖 徳充 
41 006751  ウェーデルンTC 照屋 和幸  8-2  

    照屋 和幸  
42    Bye 14   

     足立 晃一 
43 009770  北谷SC 足立 晃一  8-4  

    足立 晃一  
44 010206  名桜大学 小林 誠也 8-2   

     千葉 俊彦 
45 010268  TCμ 神里 要  8-3  

    千葉 俊彦  
46 011518  琉大医 千葉 俊彦 8-2   

     千葉 俊彦 
47    Bye 4  8-6  

    長嶺 元多  
48 006290  フリー 長嶺 元多   

     屋富祖 徳充 
49 010267  ガチンコ 上間 正彦  8-2  

    上間 正彦  
50    Bye 8   

     近藤 勝敏 
51 010202  琉大医 佐久本 政彬  8-4  

    近藤 勝敏  
52 009223  FTC 近藤 勝敏 8-5   

     橋本 亘 
53 010869  ウェーデルンTC 橋本 亘  8-0  

    橋本 亘  
54 010299  TCμ 安仁屋 政芸 8-1   

     橋本 亘 
55    Bye 10  8-4  

    友利 正吉  
56 004886  MMTC 友利 正吉   

     玉城 哲 
57 006947  フリー 比嘉 遼人  4-7 Ret. 

    比嘉 遼人  
58    Bye 16   

     濱元 昭 
59 005358  TCμ 濱元 昭  8-2  

    濱元 昭  
60    Bye 18   

     玉城 哲 
61 010797  アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二  9-8(8)  

    正一 亨  
62 008181  チャレンジ 正一 亨 8-6   

     玉城 哲 
63    Bye 2  8-4  

    玉城 哲  
64 009672  OPC 玉城 哲  
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1 000007  沖縄国際大学 新垣 貴実子 [1]  

    新垣 貴実子 [1] 

2 003338  無所属 平良 栞奈 8-0   

     新垣 貴実子 [1] 

3 006954  美ら海テニス 蔵當 美夏  6-0 6-1  

    下里 梨紗 [2]  

4 000548  琉球大学 下里 梨紗 [2] 9-7  
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1 008390  STEP コーブリー いつ子 [1]  

    コーブリー いつ子 [1] 

2    Bye 1   

     コーブリー いつ子 [1] 

3 004879  ウッディーズ 牧田 直子  8-2  
    宮地 弘美  

4 004663  アルテミス 宮地 弘美 w.o.  

     山本 奈美 [5]

5    Bye 9  8-4
    稲福 麻衣子  

6 011797  TCμ 稲福 麻衣子   

     山本 奈美 [5] 

7    Bye 7  8-4  

    山本 奈美 [5]  

8 006091  RMTC 山本 奈美 [5]   

     降旗 莉子

9 007638  プロバンス 熊野 真理子 [4]  8-2

    熊野 真理子 [4]  
10    Bye 3   

     渡辺 理紗 
11 009230  RMTC 渡辺 理紗  8-3  

    渡辺 理紗  
12    Bye 13   

     降旗 莉子
13    Bye 12  8-3

    降旗 莉子  
14 000624  RMTC 降旗 莉子   

     降旗 莉子 
15    Bye 5  8-2  

    小林 あゆみ [6]  

16 009213  宮良倶楽部 小林 あゆみ [6]   

     玉城 千春 [3]

17 010172  RMTC 鈴木 野々香 [7]  6-2 6-2

    鈴木 野々香 [7]  

18    Bye 6   

     鈴木 野々香 [7] 

19 004963  MOVE 新垣 由梨乃  8-3  
    新垣 由梨乃  

20    Bye 11   

     玉城 千春 [3]

21 010122  サンデーズ 城間 春奈  8-3
    城間 春奈  

22 010171  RMTC 松本 菜月 8-3   

     玉城 千春 [3] 

23    Bye 4  8-0  

    玉城 千春 [3]  

24 004440  空自那覇 玉城 千春 [3]   

     玉城 千春 [3]

25 009229  RMTC 大濱 千夏 [8]  8-4

    大濱 千夏 [8]  
26    Bye 8   

     新井 左織 
27 004820  M&M 新井 左織  8-4  

    新井 左織  
28    Bye 10   

     高良 道子 [2]

29 009787  TCμ 羽田 陽子  8-5
    玉寄 紀子  

30 008068  ラッキーラビット 玉寄 紀子 8-4   

     高良 道子 [2] 

31    Bye 2  8-6  

    高良 道子 [2]  

32 004819  チームわくがわ 高良 道子 [2]  
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1 010878  TCμ 国吉 ちあき  

    国吉 ちあき 
2    Bye 1   

     国吉 ちあき 
3 010465  ポラリス 島 美玲  8-2  

    本坊 美喜子  
4 010182  RMTC 本坊 美喜子 8-3   

     国吉 ちあき 
5 010174  RMTC 城間 瑞萌  8-1  

    城間 瑞萌  
6    Bye 3   

     城間 瑞萌 
7 009724  ウェーデルンTC 木下 真奈美  8-2  

    木下 真奈美  
8 009753  TCμ 仲間 美也子 8-4   

     日渡 靖佳 
9 010179  TCμ 日渡 靖佳  8-6  

    日渡 靖佳  
10 010347  名桜大学 池田 日向子 8-4   

     日渡 靖佳 
11 006562  KadenaTC Jeongah Snyder  8-1  

    田中 由美子  
12 011578  ウェーデルンTC 田中 由美子 8-2   

     日渡 靖佳 
13 008281  RMTC 仲嶺 澪  8-5  

    仲嶺 澪  
14 012014  読谷テニス同好会 萬羽 綾子 8-0   

     仲嶺 澪 
15    Bye 2  8-1  

    宮城 由紀  
16 010254  TCμ 宮城 由紀  
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011538  ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [1] 

1 000768  沖縄県庁 宮城 陵太 名嘉眞 翼 [1] 

    宮城 陵太 

2    Bye 1  名嘉眞 翼 [1] 

000751  ロイヤルTE 仲間 舜  宮城 陵太 

3 000805  Rise TC 大村 駿斗 仲間 舜 8-1  
006309  トミザラス 鉢嶺 清章 大村 駿斗  

4 005424  漫友会 黒島 勇輝 8-6  名嘉眞 翼 [1] 

     宮城 陵太 

5    Bye 9 井上 俊之 8-3  
009656  空自那覇 井上 俊之 塚本 祐一  

6 004511  空自那覇 塚本 祐一  新里 朝彦 [5] 

     新里 朝輝 

7    Bye 7 新里 朝彦 [5] 8-1  

004146  EAST BLUE 新里 朝彦 [5] 新里 朝輝  

8 004917  S.T.K 新里 朝輝  名嘉眞 翼 [1] 

009116  日本郵便株式会社 兼次 竜佑 [4]  宮城 陵太 

9 005742  (株)  Ｉmpress 石村 幸慎 兼次 竜佑 [4]  

    石村 幸慎  

10    Bye 3  兼次 竜佑 [4] 

001747  YIPS 上江洲 豊  石村 幸慎 

11 002351  沖縄国際大学 新里 卓也 上江洲 豊 8-3  
004433  チームK 新垣 佳久 新里 卓也  

12 010221  チームK 米須 清平 8-0  兼次 竜佑 [4] 

010192  宜野湾市役所 親川 巧  石村 幸慎 

13 004363  宜野湾市役所 赤嶺 雄斗 時任 大成 8-3  
011872  琉球大学 時任 大成 玉城 宏樹  

14 011969  琉球大学 玉城 宏樹 8-4  嘉数 賢汰 [7] 

     新垣 晴矢 

15    Bye 5 嘉数 賢汰 [7] 9-7  

000671  沖縄国際大学 嘉数 賢汰 [7] 新垣 晴矢  

16 001732  沖縄国際大学 新垣 晴矢  名嘉眞 翼 [1] 

000158  北谷SC 喜瀬 陽大 [6]  宮城 陵太 

17 000776  フリー 多和田 真斗 喜瀬 陽大 [6] 6-3 6-0  

    多和田 真斗  

18    Bye 6  喜瀬 陽大 [6] 

001740  フリー 上原 陽人  多和田 真斗 

19 005614  フリー 秋山 耀 上原 陽人 8-2  
    秋山 耀  

20    Bye 11  喜瀬 陽大 [6] 

010248  BLITZ 依光 洋平  多和田 真斗 

21 009755  BLITZ 村田 正将 宇座 圭太 8-4  
000752  沖縄国際大学 宇座 圭太 高江洲 拓実  

22 001011  沖縄国際大学 高江洲 拓実 w.o. 伊沢 伸悟 [3] 

     比嘉 拓 

23    Bye 4 伊沢 伸悟 [3] 8-6  

001441  BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 [3] 比嘉 拓  

24 004900  那覇市役所 比嘉 拓  北見 雄治郎 [2] 

000068  TCμ 新垣 世良 [8]  田村 知大 

25 000403  STK 真名井 響 新垣 世良 [8] 9-7  

    真名井 響  

26    Bye 8  新垣 世良 [8] 

007370  UTC 仲松 喬弥  真名井 響 

27 010053  フリー 島袋 史斗 仲松 喬弥 8-1  
    島袋 史斗  

28    Bye 10  北見 雄治郎 [2] 

004503  空自那覇 藤木 敏也  田村 知大 

29 008173  空自那覇 青山 桂二 松田 崇 8-4  
000400  沖縄国際大学 松田 崇 赤嶺 響太  

30 002141  沖縄国際大学 赤嶺 響太 8-5  北見 雄治郎 [2] 

     田村 知大 

31    Bye 2 北見 雄治郎 [2] 8-1  

000160  S.T.K 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

32 000746  チームK 田村 知大  
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010061  サンテニス 宮城 年男 [1] 

1 005437  サンテニス 高江洲 真也 宮城 年男 [1] 

    高江洲 真也 

2    Bye 1  川端 リュウト 
004296  ラッキーTC 奥田 秀和  永田 大星 

3 004283  ラッキーTC 渡慶次 明 川端 リュウト 8-4  
011941  名桜大学 川端 リュウト 永田 大星  

4 010207  名桜大学 永田 大星 8-3  川端 リュウト 
011999  無所属 渡嘉敷 和卓  永田 大星 

5 011998  むしょぞく 田場 盛大 渡嘉敷 和卓 8-2  
    田場 盛大  

6    Bye 24  渡嘉敷 和卓 
     田場 盛大 

7    Bye 7 上原 卓巳 [5] 8-4  

009236  玉城軍 上原 卓巳 [5] 與那城 章一  

8 010130  サンデーズ 與那城 章一  川端 リュウト 

008629  MTC 吉味 拓真 [4]  永田 大星 

9 002695  MTC 宮里 周作 吉味 拓真 [4] 8-0  

    宮里 周作  
10    Bye 3  安田 剛士 

     長崎 祐太朗 
11    Bye 20 安田 剛士 8-5  

012006  フリー 安田 剛士 長崎 祐太朗  
12 008040  フリー 長崎 祐太朗  安慶名 智人 [8] 

005439  さんふらわー 島袋 直樹  玉寄 十夢 

13 004076  さんふらわー 川平 哲郎 島袋 直樹 8-2  
    川平 哲郎  

14    Bye 21  安慶名 智人 [8] 

     玉寄 十夢 

15    Bye 5 安慶名 智人 [8] 9-7  

003602  宮良倶楽部 安慶名 智人 [8] 玉寄 十夢  

16 004877  グッピー 玉寄 十夢  川端 リュウト 

004419  ラッキーTC 宮国 清 [7]  永田 大星 

17 008684  ラッキーTC 谷渕 圭祐 宮国 清 [7] 6-3 4-6 10-8  

    谷渕 圭祐  

18    Bye 6  宮国 清 [7] 

     谷渕 圭祐 

19    Bye 22 伊藤 稔 8-5  
009269  T-nuts 伊藤 稔 大手 基弘  

20 007765  TCμ 大手 基弘  比嘉 允顕 [3] 

009233  TTT 田村 一郎  銘苅 裕二 

21 009667  TTT 黒木 真琴 田村 一郎 8-1  
    黒木 真琴  

22    Bye 19  比嘉 允顕 [3] 

     銘苅 裕二 

23    Bye 4 比嘉 允顕 [3] 8-6  

008509  クローバー 比嘉 允顕 [3] 銘苅 裕二  

24 001442  フェニックス 銘苅 裕二  比嘉 允顕 [3] 

009657  CTC 平田 嗣雄 [6]  銘苅 裕二 

25 009662  CTC 都丸 一輝 平田 嗣雄 [6] 8-4  

    都丸 一輝  
26    Bye 8  三輪 貢勢 

     松尾 望 
27    Bye 23 三輪 貢勢 8-3  

011490  try 三輪 貢勢 松尾 望  
28 004624  一球会 松尾 望  嘉数 祐二 

000140  軟友会テニスクラブ 嘉数 祐二  松田 拓也 
29 009216  琉球大学 松田 拓也 嘉数 祐二 8-4  

    松田 拓也  
30    Bye 18  嘉数 祐二 

     松田 拓也 
31    Bye 2 山城 翔夢 [2] 9-7  

007554  フリー 山城 翔夢 [2] 玉城 泰幸  

32 010063  沖縄大学 玉城 泰幸  
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004185  アヴァンティ庭球倶楽部 嘉陽 弘光 
1 010797  アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 嘉陽 弘光 

    比嘉 哲二 
2    Bye 1  座間味 佳孝 

010058  チャレンジ 座間味 佳孝  正一 亨 
3 008181  チャレンジ 正一 亨 座間味 佳孝 8-4  

010202  琉大医 佐久本 政彬 正一 亨  
4 011518  琉大医 千葉 俊彦 8-5  座間味 佳孝 

011961  久米島テニスクラブ 喜久里 真吾  正一 亨 
5 011521  KTC 梅沢 亮 山城 順也 8-3  

010861  MGD 山城 順也 齋藤 達也  
6 010862  MGD 齋藤 達也 w.o. 奥濱 真一 

     照屋 朝明 
7    Bye 7 奥濱 真一 9-7  

004251  六期会 奥濱 真一 照屋 朝明  
8 004086  六期会 照屋 朝明  上江洌 充 

010267  ガチンコ 上間 正彦  當眞 嗣貴 
9 011850  奥原電設 奥原 聡 上間 正彦 8-3  

    奥原 聡  
10    Bye 3  上江洌 充 

011842  OPC 木村 貴宏  當眞 嗣貴 
11 009672  OPC 玉城 哲 上江洌 充 8-2  

006277  沖縄県庁 上江洌 充 當眞 嗣貴  
12 006725  NTC 當眞 嗣貴 8-3  上江洌 充 

004794  ロイヤルTE 山本 明  當眞 嗣貴 
13 004272  ロイヤル 池内 宏 下地 秀一 8-4  

012011  木漫TC 下地 秀一 具志堅 恵治  
14 006072  木漫TC 具志堅 恵治 8-1  下地 秀一 

     具志堅 恵治 
15    Bye 5 山口 将 8-5  

009682  フリー 山口 将 神里 要  
16 010268  TCμ 神里 要  内山 隼 

010205  琉大医 新崎 隼一  山地 悠平 
17 008674  琉大医 渡辺 桂太 新崎 隼一 8-6  

    渡辺 桂太  
18    Bye 6  上原 昇平 

011956  沖縄DFS 上原 昇平  瀧井 勇士 
19 009134  日本郵便 瀧井 勇士 上原 昇平 8-3  

006200  国際重機 佐久田 直克 瀧井 勇士  
20 007552  TCμ 儀保 健蔵 8-2  上原 昇平 

006887  TCμ 大西 誠司  瀧井 勇士 
21 011849  沖縄HNS 當間 大悟 佐野 誠一 8-2  

009119  ザ☆リターン。 佐野 誠一 橋本 亘  
22 010869  ウェーデルンTC 橋本 亘 8-4  佐野 誠一 

     橋本 亘 
23    Bye 4 小林 誠也 8-3  

010206  名桜大学 小林 誠也 栄 耕太  
24 010211  名桜大学 栄 耕太  内山 隼 

008096  航空局 内山 隼  山地 悠平 
25 005794  航空局 山地 悠平 内山 隼 8-3  

005358  TCμ 濱元 昭 山地 悠平  
26 005359  フリー 金城 正樹 8-4  内山 隼 

010299  TCμ 安仁屋 政芸  山地 悠平 
27 006224  ガチンコ 知念 政和 安仁屋 政芸 8-0  

011519  琉大医 喜瀬 基生 知念 政和  
28 011960  琉大医 金城 李郎 8-0  内山 隼 

011995  TCμ 吉岡 将広  山地 悠平 
29 012000  TCμ 城間 郁男 多和田 真順 8-3  

008021  フリー 多和田 真順 幸地 力  
30 011588  フリー 幸地 力 8-1  多和田 真順 

     幸地 力 
31    Bye 2 田中 毅 8-0  

011511  ベアーズ 田中 毅 竹本 幸正  
32 010056  ベアーズ 竹本 幸正  
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000548  琉球大学 下里 梨紗

1 000007  沖縄国際大学 新垣 貴実子 下里 梨紗
000718  フリー 石坂 恵 新垣 貴実子

2 000717  BCテニスクラブ 石坂 桃子 8-3 伊波 実花子
000662  首里高校 伊波 実花子  知名 真歩

3 000831  首里高校 知名 真歩 伊波 実花子 6-7(5) 6-4 6-2
004505  りゅうせき商事 喜納 玲奈 知名 真歩  

4 007570  フリー 小川 万理子 w.o.
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004873  aiaiコラソン 塚本 いずみ [1] 

1 004440  空自那覇 玉城 千春 塚本 いずみ [1] 

    玉城 千春 

2    Bye 1  塚本 いずみ [1] 

008665  空自那覇 山崎 二史子  玉城 千春 

3 008402  TCμ 金城 ひろみ 山崎 二史子 8-2  
009229  RMTC 大濱 千夏 金城 ひろみ  

4 010171  RMTC 松本 菜月 8-3  塚本 いずみ [1] 

009230  RMTC 渡辺 理紗 [3]  玉城 千春 

5 010172  RMTC 鈴木 野々香 渡辺 理紗 [3] 8-6  

    鈴木 野々香  

6    Bye 3  渡辺 理紗 [3] 

010258  HEMTEC 具志 文子  鈴木 野々香 

7 005462  TCμ 平良 聡美 具志 文子 8-2  
010122  サンデーズ 城間 春奈 平良 聡美  

8 010126  サンデーズ 服部 奈美 9-8(7)  塚本 いずみ [1] 

003565  ラッキーラビット 比嘉 志津代  玉城 千春 

9 008068  ラッキーラビット 玉寄 紀子 比嘉 志津代 6-2 6-4  
011940  スイミー 瀬長 明日香 玉寄 紀子  

10 012001  swimmy 重 マリ子 9-8(5)  コーブリー いつ子 [4] 

     熊野 真理子 

11    Bye 4 コーブリー いつ子 [4] 8-6  

008390  STEP コーブリー いつ子 [4] 熊野 真理子  

12 007638  プロバンス 熊野 真理子  山本 奈美 [2] 

004741  チームわくがわ 長嶺 厚音  降旗 莉子 

13 004819  チームわくがわ 高良 道子 長嶺 厚音 8-4  
004752  プロバンス 宮城 弘子 高良 道子  

14 003555  TTT 長嶺 朋子 8-4  山本 奈美 [2] 

     降旗 莉子 

15    Bye 2 山本 奈美 [2] 8-1  

006091  RMTC 山本 奈美 [2] 降旗 莉子  

16 000624  RMTC 降旗 莉子  
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008281  RMTC 仲嶺 澪 
1 011970  RMTC 堺田 ひかる 仲嶺 澪 

    堺田 ひかる 
2    Bye 1  宜保 さやか 

010124  サンデーズ 大嶺 歩  日渡 靖佳 
3 010121  サンデーズ 神里 奈津美 宜保 さやか 8-1  

011524  TCμ 宜保 さやか 日渡 靖佳  
4 010179  TCμ 日渡 靖佳 8-1  宜保 さやか 

010059  TCμ 喜瀬 優子  日渡 靖佳 
5 011526  TCμ 大城 文乃 喜瀬 優子 8-1  

    大城 文乃  
6    Bye 3  喜瀬 優子 

     大城 文乃 
7    Bye 12 濱崎 佐和子 8-2  

008055  RMTC 濱崎 佐和子 白石 美登里  
8 011971  RMTC 白石 美登里  宜保 さやか 

010878  TCμ 国吉 ちあき  日渡 靖佳 
9 010117  TCμ 阿部 恵理香 国吉 ちあき 8-5  

    阿部 恵理香  
10    Bye 11  国吉 ちあき 

     阿部 恵理香 
11    Bye 4 新崎 綾 8-4  

008049  RMTC 新崎 綾 砂川 智佳  
12 005736  RMTC 砂川 智佳  国吉 ちあき 

005739  TCμ 佐久川 京子  阿部 恵理香 
13 005741  TCμ 豊平 正美 城間 瑞萌 8-6  

010174  RMTC 城間 瑞萌 本坊 美喜子  
14 010182  RMTC 本坊 美喜子 8-5  城間 瑞萌 

     本坊 美喜子 
15    Bye 2 宇良 かやの 8-1  

010127  ベアーズ 宇良 かやの 竹本 亨恵  
16 011870  ベアーズ 竹本 亨恵  
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1 004421  チームわくがわ 湧川 重智 [1]  

    湧川 重智 [1] 

2    Bye 1   
     比嘉 定明 

3 000013  CLUBでんぷく 比嘉 定明  8-5  
    比嘉 定明  

4 004261  ぷらす 與那覇 吉秀 8-1   
     白澤 克年 

5 004801  UTC 白澤 克年  8-3  
    白澤 克年  

6    Bye 24   
     白澤 克年 

7    Bye 7  8-5  
    中原 健太郎  

8 006878  沖観所 中原 健太郎   
     白澤 克年 

9 004320  朝練クラブ 大神 史朗 [3]  8-2  

    大神 史朗 [3]  

10    Bye 3   

     大神 史朗 [3] 

11    Bye 20  8-1  
    石川 一彦  

12 004840  山内中教員 石川 一彦   
     比嘉 福也 

13 004759  CLUBでんぷく 比嘉 福也  8-5  
    比嘉 福也  

14    Bye 21   
     比嘉 福也 

15    Bye 5  8-3  
    津田 丈生  

16 004534  漫友会 津田 丈生   

     大西 敬吾 [4] 

17 006794  てだこテニスクラブ 大城 仁  6-2 6-4  
    大城 仁  

18    Bye 6   
     大城 仁 

19    Bye 22  8-3  
    義永 寛  

20 006208  teamTRY 義永 寛   

     大西 敬吾 [4] 

21 004537  CLUBでんぷく 島袋 幹夫  8-1  
    島袋 幹夫  

22    Bye 19   

     大西 敬吾 [4] 

23    Bye 4  8-2  

    大西 敬吾 [4]  

24 005699  S.T.K 大西 敬吾 [4]   

     大西 敬吾 [4] 

25 004791  太陽クラブ 仲間 良樹  8-5  
    仲間 良樹  

26    Bye 8   
     仲間 良樹 

27    Bye 23  w.o. 
    市成 夕也  

28 012015  恩納テニスクラブ 市成 夕也   

     前仲 清浩 [2] 

29 011575  チームわくがわ 知念 雅昭  8-7 Ret. 
    松田 靖  

30 004531  チャレンジ 松田 靖 w.o.  

     前仲 清浩 [2] 

31    Bye 2  8-6  

    前仲 清浩 [2]  

32 004238  漫友会 前仲 清浩 [2]  
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1 010081  A'sFactory 道下 薫 [1]  

    道下 薫 [1] 

2    Bye 1   

     道下 薫 [1] 

3 004698  チームジェニファー 桃原 春美  8-0  
    崎濱 美智枝  

4 006160  TCμ 崎濱 美智枝 8-2   
     根間 和子 

5 004600  チームジェニファー 石原 トモ子 [3]  w.o. 
    石原 トモ子 [3]  

6    Bye 3   
     根間 和子 

7    Bye 12  8-2  
    根間 和子  

8 004474  フリー 根間 和子   

     井藤 京子 [2] 

9 004851  チームジェニファー 宮城 聖子  6-2 6-1  
    宮城 聖子  

10    Bye 11   

     儀間 真紀 [4] 

11    Bye 4  8-1  
    儀間 真紀 [4]  

12 004565  チームわくがわ 儀間 真紀 [4]   

     井藤 京子 [2] 

13 008028  北谷SC 小林 弥生  8-1  
    小林 弥生  

14 004767  チームジェニファー 我如古 涼子 8-1   

     井藤 京子 [2] 

15    Bye 2  9-7  
    井藤 京子 [2]  

16 003553  海自沖縄 井藤 京子 [2]  
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002468  チームK 伊吉 明

1 005451  チームK 儀間 仁 棚原 栄
004279  Team Joo 棚原 栄 高田 明彦

2 004473  新都心倶楽部 高田 明彦 9-8(5) 前仲 清浩
009693  TTT 玉那覇 浩  湧川 重智

3 004237  大同火災 目取眞 興鉄 前仲 清浩 6-3 6-1
004238  漫友会 前仲 清浩 湧川 重智  

4 004421  チームわくがわ 湧川 重智 8-4
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003553  海自沖縄 井藤 京子 
1 010081  A'sFactory 道下 薫 井藤 京子 

004768  チームジェニファー 仲俣 由美 道下 薫 
2 004698  チームジェニファー 桃原 春美 8-0  井藤 京子 

008484  ウッディーズ 中井 美樹子  道下 薫 
3 004879  ウッディーズ 牧田 直子 中井 美樹子 8-3  

004851  チームジェニファー 宮城 聖子 牧田 直子  
4 004767  チームジェニファー 我如古 涼子 8-4  井藤 京子 

005492  ちむちむ 嘉陽 則子  道下 薫 
5 004600  チームジェニファー 石原 トモ子 小林 弥生 6-2 6-1  

008028  北谷SC 小林 弥生 池原 純恵  
6 004696  北谷SC 池原 純恵 8-6  小林 弥生 

008539  TCμ 宇都宮 千恵子  池原 純恵 
7 009671  TCμ 宮里 愛子 儀間 真紀 8-2  

004565  チームわくがわ 儀間 真紀 金城 美佳  
8 009154  ミルキーウェイ 金城 美佳 9-8(5)  
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1 002387  太陽クラブ 花城 可和 [1]  

    花城 可和 [1] 

2    Bye 1   

     花城 可和 [1] 

3 002231  A'sFactory 杉本 博  8-1  
    杉本 博  

4 008143  TCμ 伊藤 康浩 8-4   

     花城 可和 [1] 

5 004838  CSC 大久保 洋 [3]  8-5  

    大久保 洋 [3]  

6 004073  チームもずく 田中 俊憲 8-2   

     大久保 洋 [3] 

7 003599  フリー 石川 清昭  8-2  
    石川 清昭  

8 004250  とくいち 又吉 弘 8-4   

     花城 可和 [1] 

9 008700  フリー 玉城 秀亀  1-6 6-1 10-7  
    井藤 善夫  

10 003617  A'sFactory 井藤 善夫 8-1   

     喜納 金明 [4] 

11 003142  T.B. 佐伯 進  8-2  

    喜納 金明 [4]  

12 003609  CLUBでんぷく 喜納 金明 [4] 8-0   

     上江洌 学 [2] 

13 004530  TB 津波古 直也  8-2  
    鉢嶺 元安  

14 004299  チームK 鉢嶺 元安 8-4   

     上江洌 学 [2] 

15 011822  チャレンジ 平良 等  8-3  

    上江洌 学 [2]  

16 004546  TCμ 上江洌 学 [2] w.o. 
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003617  A'sFactory 井藤 善夫

1 002231  A'sFactory 杉本 博 井藤 善夫
012012  MRS 上野 武宏 杉本 博

2 008526  MRS 野口 勇 w.o. 井藤 善夫
003142  T.B. 佐伯 進  杉本 博

3 004530  TB 津波古 直也 佐伯 進 0-6 7-5 10-3
006761  TCμ 屋良 朝群 津波古 直也  

4 003599  フリー 石川 清昭 8-4
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004837  チームGOLD 末吉 政子

1 004905  チームGOLD 石垣 富子 末吉 政子
    石垣 富子

2    Bye 1  末吉 政子
003560  ふぁにーず 漢那 美由紀  石垣 富子

3 004609  ふぁにーず 照屋 智美 崎濱 美智枝 8-4
006160  TCμ 崎濱 美智枝 野村 美佐子  

4 004598  ムカトンズ 野村 美佐子 8-5 宮城 エツ子
002952  いちごクラブ 大嶋 弘美  高良 紀子

5 004550  いちごクラブ 嵩西 園子 池谷 小百合 4-6 6-4 10-5
010064  チームわくがわ 池谷 小百合 高橋 日向子  

6 012025  宮良倶楽部 高橋 日向子 8-3 宮城 エツ子
     高良 紀子

7    Bye 2 宮城 エツ子 8-2
004964  いちごクラブ 宮城 エツ子 高良 紀子  

8 004724  ふぁにーず 高良 紀子  
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1 008387  久志郵便局 神谷 乗隆 [1]  

    神谷 乗隆 [1] 

2    Bye 1   

     那須 一 [7] 

3 005419  チームわくがわ 藤田 矗 [8]  8-4  

    那須 一 [7]  

4 004486  結TC 那須 一 [7] 8-2   
     浦崎 薫 

5 004479  護佐丸 浦崎 薫  8-3  
    浦崎 薫  

6 004937  漫友会 神山 秀人 8-0   
     浦崎 薫 

7 004051  ワープ 安次嶺 昌記 [5]  8-1  

    安次嶺 昌記 [5]  
8 004898  北谷SC ヤボル シシコフ 8-5   

     浦崎 薫 

9 004101  ウェーデルンTC 村井 博哉 [6]  6-0 6-0  

    村井 博哉 [6]  

10 004884  ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 8-4   

     牛迫 康信 [3] 

11 004306  ラッキーTC 玉城 義久  8-6  

    牛迫 康信 [3]  

12 007759  漫友会 牛迫 康信 [3] 8-5   

     及川 卓郎 [2] 

13 004700  朝練クラブ 赤嶺 優 [4]  8-6  

    赤嶺 優 [4]  

14 004398  ウエンズ 下地 隆 8-3   

     及川 卓郎 [2] 

15    Bye 2  8-4  

    及川 卓郎 [2]  

16 003581  ホーボーITC 及川 卓郎 [2]  
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004884  ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀

1 005420  宮城TC 比嘉 義行 平良 博紀
012044  BCテニスクラブ 仲村渠 敬 比嘉 義行

2 000786  BCテニスクラブ 瀬名波 進 8-4 平良 博紀
002095  ワープ 嘉手納 良博  比嘉 義行

3 004306  ラッキーTC 玉城 義久 嘉手納 良博 8-3
009245  軟友会テニスクラブ 森田 耕司 玉城 義久  

4 009122  軟友会テニスクラブ 細川 邦昭 w.o. 比嘉 健
005413  ワープ 上原 弘道  浦崎 薫

5 004051  ワープ 安次嶺 昌記 上原 弘道 6-2 6-0
011936  軟友会テニスクラブ 大城 正雄 安次嶺 昌記  

6 009246  軟友会テニスクラブ 黒木 義和 8-0 比嘉 健
010078  tcα 平良 和彦  浦崎 薫

7 004507  沖縄電力テニスクラブ 照喜名 朝栄 比嘉 健 8-4
005748  護佐丸 比嘉 健 浦崎 薫  

8 004479  護佐丸 浦崎 薫 8-2
    
   


