
第３９回ダンロップ杯テニス大会

男子A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 

000160 YKCT 北見 雄治郎 [1] 

1 000746 YKCT 田村 知大 北見 雄治郎 [1] 

   田村 知大 

2   Bye 1  北見 雄治郎 [1] 

004511 空自那覇 塚本 祐一  田村 知大 

3 011925 空自那覇 田原 大作 新里 朝彦 8-3  
004146 EAST BLUE 新里 朝彦 新里 朝輝  

4 004917 S.T.K. 新里 朝輝 8-6  北見 雄治郎 [1] 

002715 shot 中村 翔 [4]  田村 知大 

5 003614 shot 大城 祥平 中村 翔 [4] 8-4  

   大城 祥平  

6   Bye 3  中村 翔 [4] 

    大城 祥平 

7   Bye 12 東江 隆弥 8-6  
11800 東江電気工事 東江 隆弥 玉寄 貴也  

8 006292 東興電設 玉寄 貴也  北見 雄治郎 [1] 

006269 特進ファイターズ 比嘉 要  田村 知大 

9 004078 特進ファイターズ 長田 紀晃 比嘉 要 8-2  
   長田 紀晃  

10   Bye 11  比嘉 要 
    長田 紀晃 

11   Bye 4 兼次 竜佑 [3] 8-5  

009116 日本郵便株式会社 兼次 竜佑 [3] 岡野 光稀  

12 010881 日本郵便株式会社 岡野 光稀  比嘉 要 
004503 空自那覇 藤木 敏也  長田 紀晃 

13 008173 空自那覇 青山 桂二 宮城 孝雅 8-6  
006592 琉球大学医学部 宮城 孝雅 權藤 丞  

14 010841 MRS 權藤 丞 8-4  宮城 孝雅 
    權藤 丞 

15   Bye 2 川畑 将明 [2] 8-5  

004763 海邦銀行 川畑 将明 [2] 石村 幸慎  

16 005742 ㈱Impress 石村 幸慎  
   
  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９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 

007553 琉大おーびー 宮城 朋弥 [1] 

1 008551 琉大おーびー 比嘉 貴洋 宮城 朋弥 [1] 

013605 フリー 下地 慶 比嘉 貴洋 

2 008389 フリー 濵比嘉 勇作 8-6  仲村 卓 
007549 shot 仲村 卓  眞榮城 進一 

3 010052 shot 眞榮城 進一 仲村 卓 9-8(3)  
013588 MRS 中村 猛 眞榮城 進一  

4 008526 MRS 野口 勇 8-6  渡慶次 勝次 [5] 

010053 フリー 島袋 史斗  鉢嶺 清章 

5 009807 沖国 福原 大希 伊吉 明 8-3  
002468 チームK 伊吉 明 武加竹 智一  

6 006159 チームＫ 武加竹 智一 w.o. 渡慶次 勝次 [5] 

004515 沖縄海邦銀行 宮城 琴也  鉢嶺 清章 

7 004512 チームTAKARA 高良 恭平 渡慶次 勝次 [5] 8-3  

004464 漫友会 渡慶次 勝次 [5] 鉢嶺 清章  

8 006309 漫友会 鉢嶺 清章 9-8(4)  屋富祖 亘 [6] 

006132 沖縄コーラルオフィス 久米 保豪 [3]  浦崎 陽平 

9 008552 沖電TC 比嘉 将太 久米 保豪 [3] 8-3  

010205 琉大医学部 新崎 隼一 比嘉 将太  
10 000249 琉大医学部 高江洲 大 8-0  仲村 龍太朗 

010248 フリー 依光 洋平  山城 守成 
11 005360 漫友会ストレート 喜名 景一朗 仲村 龍太朗 9-8(5)  

001295 北谷SC 仲村 龍太朗 山城 守成  
12 002450 沖縄国際大学 山城 守成 8-5  屋富祖 亘 [6] 

013227 梅ちゃんず 平良 比呂志  浦崎 陽平 

13 006800 ムカトンズ 松山 武彦 前原 史弥 8-2  
008706 沖縄国際大学 前原 史弥 高良 侑杜  

14 008747 kmy 高良 侑杜 8-3  屋富祖 亘 [6] 

004619 Teamぴぃやん 細川 浩司  浦崎 陽平 

15 013592 GSK 船越 幸司 屋富祖 亘 [6] 8-2  

005746 UTC 屋富祖 亘 [6] 浦崎 陽平  

16 005440 沖電TC 浦崎 陽平 8-1  屋富祖 亘 [6] 

005744 ワープ 仲眞 亮 [7]  浦崎 陽平 

17 004238 漫友会 前仲 清浩 仲眞 亮 [7] 8-2  

009253 MGD 宮城 豊 前仲 清浩  

18 005437 MGD 高江洲 真也 8-4  仲眞 亮 [7] 

010870 那覇工業高校職員 幸地 悠作  前仲 清浩 

19 006297 TCμ 金城 志彦 幸地 悠作 8-2  
006315 MHM 垣花 久好 金城 志彦  

20 001102 T.B. 比嘉 安俊 8-2  仲眞 亮 [7] 

001633 沖縄国際大学 宮城 渡  前仲 清浩 

21 002351 フリー 新里 卓也 宮城 渡 8-2  
006607 琉大おーびー 下地 康文 新里 卓也  

22 010199 琉大おーびー 伊差川 隼人 8-4  宮城 渡 
009602 MRS 湯浅 憲補  新里 卓也 

23 003014 MRS 長野 和仁 喜友名 和人 [4] 8-6  

000396 MTC 喜友名 和人 [4] 真栄城 嵩  

24 003590 漫友会ストレート 真栄城 嵩 8-6  仲眞 亮 [7] 

008509 沖縄県庁 比嘉 允顕 [8]  前仲 清浩 

25 004903 沖縄県庁 池原 啓介 山内 恵今 8-6  
004498 南部商業高校職員 山内 恵今 與那覇 景  

26 006102 球陽TC 與那覇 景 8-3  知花 大地 
006233 Rαsk 宮國 貴大  銘苅 裕二 

27 001732 Rαsk 新垣 晴矢 知花 大地 8-6  
009139 日本郵便株式会社 知花 大地 銘苅 裕二  

28 001442 宮古家畜保健衛生所 銘苅 裕二 8-5  太田 雅之 
004843 フリー 太田 雅之  田中 建太郎 

29 010835 フリー 田中 建太郎 太田 雅之 8-5  
008553 琉大OB 山内 啓伍 田中 建太郎  

30 004916 琉大OB 末吉 伸太朗 8-5  太田 雅之 
003675 kmy 仲地 洋邦  田中 建太郎 

31 003206 kmy 仲里 大夢 仲地 洋邦 8-2  
007554 shot 山城 翔夢 [2] 仲里 大夢  

32 010063 shot 玉城 泰幸 9-8(3)  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

007543 ADJ 毛利 慎吾 
1 006271 ADJ 真栄喜 清吾 毛利 慎吾 

   真栄喜 清吾 
2   Bye 1  柳 孝道 

008075 フリー 小橋川 達仁  神谷 保 
3 013633 フリー 高原 元来 柳 孝道 w.o. 

008423 ウッディーズ 柳 孝道 神谷 保  
4 004743 ウッディーズ 神谷 保 8-2  柳 孝道 

013620 TCμ 中村 一成  神谷 保 
5 012516 フリー 島袋 光司 中村 一成 8-3  

009696 恩納テニスクラブ 原口 啓太 島袋 光司  
6 012015 恩納テニスクラブ 市成 祐也 8-1  日渡 健二 

008523 日渡ブートキャンプ 日渡 健二  秦 一 
7 013590 TCμ 秦 一 日渡 健二 8-6  

007755 琉大医学部 岡本 卓磨 秦 一  
8 008674 琉大医学部 渡辺 桂太 8-6  柳 孝道 

004924 ウェンズ 小波津 和宗  神谷 保 
9 013203 TF 知念 正也 小禄 了 9-7  

009768 ST7 小禄 了 川満 多己雄  
10 009759 ウッディース 川満 多己雄 8-5  比嘉 成人 

006887 TC μ 大西 誠司  渡名喜 庸市 
11 011849 沖縄HNS 當間 大悟 比嘉 成人 9-7  

008545 フリー 比嘉 成人 渡名喜 庸市  
12 004493 トミザラス 渡名喜 庸市 8-2  比嘉 成人 

013635 琉大医学部 平良 祐人  渡名喜 庸市 
13 013634 琉大医学部 知念 聖音 北原 邦彦 8-5  

008522 日渡ブートキャンプ 北原 邦彦 大城 徹也  
14 010074 日渡ブートキャンプ 大城 徹也 8-2  名嘉 康 

012500 0-40 名嘉 康  比嘉 祐二 
15 006793 0ー40 比嘉 祐二 名嘉 康 9-8(4)  

010818 恩納テニスクラブ 新里 吉史 比嘉 祐二  
16 009694 恩納テニスクラブ 玉城 力 8-1  

   
  

平成29年9月16日（土）奥武山公園庭球場



第３９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 

012480 TCμ 下地 進矢 
1 012466 TCμ 小橋川 政人 下地 進矢 

   小橋川 政人 
2   Bye 1  伊藤 大作 

011869 OBCOテニス部 伊藤 大作  多良間 英明 
3 011862 OBCOテニス部 多良間 英明 伊藤 大作 8-1  

005767 クラウディー 大湾 朝明 多良間 英明  
4 004970 フリー 安次富 長純 8-6  濱元 昭 

005358 TCμ 濱元 昭  金城 正樹 
5 005359 フリー 金城 正樹 濱元 昭 8-0  

   金城 正樹  
6   Bye 24  濱元 昭 

    金城 正樹 
7   Bye 7 喜納 政康 w.o. 

004056 NTR 喜納 政康 小関 勤一  
8 004058 TC μ 小関 勤一  具志堅 恵治 

010267 ウェーデルンTC 上間 正彦  赤嶺 秀樹 
9 011850 奥原電設 奥原 聡 上間 正彦 8-3  

   奥原 聡  
10   Bye 3  大手 基弘 

    許田 重明 
11   Bye 20 大手 基弘 w.o. 

007765 TCμ 大手 基弘 許田 重明  
12 006080 TRY 許田 重明  具志堅 恵治 

010299 ガチンコ 安仁屋 政芸  赤嶺 秀樹 
13 006224 ガチンコ 知念 政和 安仁屋 政芸 8-0  

   知念 政和  
14   Bye 21  具志堅 恵治 

    赤嶺 秀樹 
15   Bye 5 具志堅 恵治 8-0  

006072 木漫TC 具志堅 恵治 赤嶺 秀樹  
16 006270 TCμ 赤嶺 秀樹  佐野 誠一 

006722 フリー 島 宏史  照屋 和幸 
17 013621 フリー 玉城 清高 島 宏史 8-4  

   玉城 清高  
18   Bye 6  吉田 徹 

    銘苅 克徳 
19   Bye 22 吉田 徹 8-1  

005496 木漫クラブ 吉田 徹 銘苅 克徳  
20 008626 TCμ 銘苅 克徳  佐野 誠一 

004185 アヴァンティ庭球倶楽部 嘉陽 弘光  照屋 和幸 
21 010797 アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 嘉陽 弘光 8-3  

   比嘉 哲二  
22   Bye 19  佐野 誠一 

    照屋 和幸 
23   Bye 4 佐野 誠一 w.o. 

009119 ザ☆リターン。 佐野 誠一 照屋 和幸  
24 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸  佐野 誠一 

013584 伊集TFC 新垣 善章  照屋 和幸 
25 013583 伊集TFC 松川 隆也 新垣 善章 8-1  

   松川 隆也  
26   Bye 8  佐久田 直克 

    池口 明男 
27   Bye 23 佐久田 直克 8-1  

006200 フリー 佐久田 直克 池口 明男  
28 012873 HEMTEC 池口 明男  奥濱 真一 

008044 TCμ 島袋 直  石井 周 
29 012931 LAWテニスチーム 崎浜 泰裕 奥濱 真一 8-5  

004251 六期会 奥濱 真一 石井 周  
30 004570 六期会 石井 周 w.o. 奥濱 真一 

    石井 周 
31   Bye 2 上原 一仁 8-3  

011863 OBCOテニス部 上原 一仁 照屋 信斗  
32 013177 OBCOテニス部 照屋 信斗  

平成29年9月16日（土）奥武山公園庭球場



第３９回ダンロップ杯テニス大会

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

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

004279 Team Joo 棚原 栄 [1] 

1 004473 新都心倶楽部 高田 明彦 棚原 栄 [1] 

   高田 明彦 

2   Bye 1  棚原 栄 [1] 

003617 A'sFactory 井藤 善夫  高田 明彦 

3 002231 A'sFactory 杉本 博 井藤 善夫 9-8(4)  
004250 とくいち 又吉 弘 杉本 博  

4 004258 とくいち 名城 康昌 8-2  棚原 栄 [1] 

003142 古堅中職員 佐伯 進 [3]  高田 明彦 

5 004530 南風原中職員 津波古 直也 佐伯 進 [3] 8-3  

   津波古 直也  

6   Bye 3  佐伯 進 [3] 

    津波古 直也 

7   Bye 12 正一 亨 8-4  
008181 チャレンジ 正一 亨 親富祖 修市  

8 000019 チャレンジ 親富祖 修市  佐久田 隆 [2] 

000011 チャレンジ 仲栄真 政作  宮城 光男 

9 011822 チャレンジ 平良 等 仲栄真 政作 8-0  
   平良 等  

10   Bye 11  玉城 善章 [4] 

    眞榮城 淳二 

11   Bye 4 玉城 善章 [4] 8-3  

006763 チームK 玉城 善章 [4] 眞榮城 淳二  

12 006074 M,s 眞榮城 淳二  佐久田 隆 [2] 

004516 世田谷テニスクラブ 仲宗根 学  宮城 光男 

13 004574 ウッディーズ 具志川 隆 仲宗根 学 8-2  
013202 TAPIC 佐々浪 貫氏 具志川 隆  

14 013170 TCμ 森澤 豊人 8-5  佐久田 隆 [2] 

    宮城 光男 

15   Bye 2 佐久田 隆 [2] 8-0  

004323 県庁 佐久田 隆 [2] 宮城 光男  

16 006803 TCμ 宮城 光男  
   
  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９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 

005748 護佐丸 比嘉 健 [1] 

1 004479 護佐丸 浦崎 薫 比嘉 健 [1] 

013597 マイペーステニスクラブ 久米 保源 浦崎 薫 

2 013598 シールズテニスクラブ 宮城 松吉 8-0  比嘉 健 [1] 

004438 ウェーデルンTC 仲里 政泰  浦崎 薫 

3 004101 ウェーデルンTC 村井 博哉 下地 隆 8-0  

004398 チームK 下地 隆 中村 保  

4 004399 Beer's 中村 保 8-2  比嘉 健 [1] 

004603 teamTRY 照屋 兼司  浦崎 薫 

5 004789 あっちゃんず軍団 金城 宏也 湧田 森明 8-4  

005457 TCμ 湧田 森明 福里 剛  

6 013591 TCμ 福里 剛 w.o. 湧田 森明 

004416 BCテニスクラブ 慶田 喜則  福里 剛 

7 003558 那覇ローンテニスクラブ 渡嘉敷 義浩 嘉数 好規 [2] 9-7  

004521 チームK 嘉数 好規 [2] 大村 浩三  

8 006075 朝練クラブ 大村 浩三 8-6  

   
  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９回ダンロップ杯テニス大会

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

選手登録番号 所属団体 1下里・許田 2儀間・金城 3新垣・新本 勝敗 順位

1
000548
002437

琉球大学
フリー

下里 梨紗
許田 あかり  8-6 2-8 1-1 2

2
004565
009154

チームわくがわ

ミルキーウェイ

儀間 真紀
金城 美佳 6-8  2-8 0-2 3

3
000007
000695

沖縄国際大学
沖縄国際大学

新垣 貴実子
新本 樹奈 8-2 8-2  2-0 1

試合順序：①１－２、②２－３、➂１－３

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004873 空自那覇 塚本 いずみ [1]

1 010886 空自那覇 渡邊 晴香 塚本 いずみ [1/1] 

   渡邊 晴香 

2   Bye 1  塚本 いずみ [1/1] 

006781 Freedom 田中 一美  渡邊 晴香 

3 004533 Freedom 石川 智子 宮城 エツ子 9-7  
004964 いちごクラブ 宮城 エツ子 高良 紀子  

4 004724 ふぁにーず 高良 紀子 8-2  塚本 いずみ [1/1] 

004837 チームGOLD 末吉 政子  渡邊 晴香 

5 004905 チームGOLD 石垣 富子 末吉 政子 8-6  
004698 チームジェニファー 桃原 春美 石垣 富子  

6 008060 フリーダム 瀬良垣 美賀 8-3  佐久川 美代子 [2/2] 

006164 スーン 前仲 清美  小林 弥生 

7 004902 チーム3292 金城 久代 佐久川 美代子 [2/2] 8-2  

009140 Freedom 佐久川 美代子 [2] 小林 弥生  

8 008028 Freedom 小林 弥生 8-2  
   
  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場



第３９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 

011970 RMTC 堺田 ひかる 
1 011971 RMTC 白石 美登里 堺田 ひかる 

   白石 美登里 
2   Bye 1  太田 かおり 

004641 TCμ 太田 かおり  志村 昌枝 
3 005007 ＴＣμ 志村 昌枝 太田 かおり 8-4  

010258 フリー 具志 文子 志村 昌枝  
4 012025 ステップ 高橋 日向子 w.o. 玉城 りん子 

009661 TF 玉城 りん子  許田 信子 
5 006084 KKKT 許田 信子 玉城 りん子 8-4  

   許田 信子  
6   Bye 24  玉城 りん子 

    許田 信子 
7   Bye 7 當山 田岐子 8-2  

010116 TCμ 當山 田岐子 金城 美佐江  
8 006764 チームK 金城 美佐江  仲西 早苗 

004725 TC we 仲西 早苗  山里 恵子 
9 005789 Flower f 山里 恵子 仲西 早苗 8-6  

   山里 恵子  
10   Bye 3  仲西 早苗 

    山里 恵子 
11   Bye 20 仲嶺 澪 8-1  

008281 RMTC 仲嶺 澪 城間 瑞萌  
12 010174 RMTC 城間 瑞萌  仲西 早苗 

001958 球陽高校 平良 英里子  山里 恵子 
13 010182 琉球大学 本坊 美喜子 平良 英里子 8-2  

   本坊 美喜子  
14   Bye 21  平良 英里子 

    本坊 美喜子 
15   Bye 5 宜保 さやか w.o. 

011524 首里森庭球倶楽部 宜保 さやか 比嘉 志津代  
16 003565 ラッキーラビット 比嘉 志津代  仲西 早苗 

013317 RMTC 新本 綾乃  山里 恵子 
17 010171 RMTC 松本 菜月 新本 綾乃 8-4  

   松本 菜月  
18   Bye 6  伊波 美穂 

    宮城 聡子 
19   Bye 22 伊波 美穂 8-1  

004487 F.アツプルズ 伊波 美穂 宮城 聡子  
20 004110 チーム3292 宮城 聡子  仲間 美也子 

011534 ウェーデルンTC 杉田 真也  砂川 愛香 
21 011578 ウェーデルンTC 田中 由美子 杉田 真也 9-8(1)  

   田中 由美子  
22   Bye 19  仲間 美也子 

009753 OPC 仲間 美也子  砂川 愛香 
23 009739 TCμ 砂川 愛香 仲間 美也子 8-1  

   砂川 愛香  
24   Bye 29  仲間 美也子 

009229 琉球大学医学部 大濱 千夏  砂川 愛香 
25 009230 琉球大学 渡辺 理紗 大濱 千夏 9-7  

   渡辺 理紗  
26   Bye 8  大濱 千夏 

    渡辺 理紗 
27   Bye 23 早瀬 元子 8-4  

006129 キャロット 早瀬 元子 神谷 利津子  
28 004746 ウッディーズ 神谷 利津子  喜多 倫子 

010710 フリー 喜多 倫子  高良 道子 
29 004819 チームわくがわ 高良 道子 喜多 倫子 8-5  

   高良 道子  
30   Bye 18  喜多 倫子 

    高良 道子 
31   Bye 2 宮城 弘子 8-5  

004752 プロバンス 宮城 弘子 長嶺 朋子  
32 003555 Baby Steps 長嶺 朋子  

平成29年9月16日（土）奥武山公園庭球場



第３９回ダンロップ杯テニス大会

女子D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 

010127 TCμ 宇良 かやの 
1 010883 TCμ 知念 美和 宇良 かやの 

   知念 美和 
2   Bye 1  金井 千栄美 

012909 OBCOテニス部 金井 千栄美  高江洲 麻称 
3 000562 OBCOテニス部 高江洲 麻称 金井 千栄美 w.o. 

011526 首里森テニスクラブ 大城 文乃 高江洲 麻称  
4 011909 TCμ 玻座真 比路美 9-7  金井 千栄美 

012882 伊集TFC 仲宗根 一美  高江洲 麻称 
5 013574 伊集TFC 松川 孝子 仲宗根 一美 8-1  

   松川 孝子  
6   Bye 3  田幸 絵里 

    神里 奈津美 
7   Bye 12 田幸 絵里 8-5  

013582 TCμ 田幸 絵里 神里 奈津美  
8 010121 サンデーズ 神里 奈津美  金井 千栄美 

010465 ポラリス 島 美玲  高江洲 麻称 
9 010375 ポラリス 榮野元 いね子  8-2  

013576 TCμ 久保田 民江   
10 013575 TCμ 松堂 かおり Not Played 比嘉 由美 

    須田 真美子 
11   Bye 4 比嘉 由美 w.o. 

013632 TCμ 比嘉 由美 須田 真美子  
12 013637 TCμ 須田 真美子  湧田 邦子 

012888 TCμ 湧田 邦子  謝敷 春美 
13 009704 TCμ 謝敷 春美 湧田 邦子 8-4  

   謝敷 春美  
14   Bye 10  湧田 邦子 

    謝敷 春美 
15   Bye 2 大城 美里 w.o. 

012477 ゆいまーるTC 大城 美里 生嶋 志帆  
16 012476 ゆいまーるTC 生嶋 志帆  

   
  

平成29年9月16日（土）奥武山公園庭球場
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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] 

006762 いちごクラブ 屋良 みつ子  池谷 小百合 

3 008034 ロイヤル 徳永 成子 屋良 みつ子 8-5  
005382 テニスのTRY 下地 小百合 徳永 成子  

4 005405 チームオーロラ 草壁 瑞恵 8-1  中山 明美 
004520 ちむちむ 嘉数 三代 [3]  田口 恵 

5 004544 T.T.T 平川 直美 嘉数 三代 [3] 9-7  

   平川 直美  
6   Bye 3  中山 明美 

    田口 恵 
7   Bye 12 中山 明美 8-2  

004850 ロイヤル 中山 明美 田口 恵  
8 006061 TCμ 田口 恵  中山 明美 

004600 チームジェニファー 石原 トモ子  田口 恵 
9 004697 ナオキーズ 赤嶺 ゆかり 石原 トモ子 8-6  

   赤嶺 ゆかり  
10   Bye 11  石原 トモ子 

    赤嶺 ゆかり 
11   Bye 4 大嶋 弘美 [4] 8-3  

002952 いちごクラブ 大嶋 弘美 [4] 嵩西 園子  

12 004550 いちごクラブ 嵩西 園子  池原 純恵 [2] 

004822 プロバンス 仲本 典子  福里 涼子 

13 004909 いちごクラブ 松本 三千代 仲本 典子 8-4  
004768 チームジェニファー 仲俣 由美 松本 三千代  

14 004767 チームジェニファー 具志堅 涼子 8-1  池原 純恵 [2] 

    福里 涼子 

15   Bye 2 池原 純恵 [2] 9-8(1)  

004696 ふぁにーず 池原 純恵 [2] 福里 涼子  

16 000022 チャレンジ 福里 涼子  
   
  

平成29年9月17日（日）奥武山公園庭球場


