
平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
   

1 000400 RαSK 松田 崇  

   松田 崇
2   Bye   

    喜屋武 隆太
3 004454 フリー 喜屋武 拓馬  8-4

   喜屋武 隆太  

4 004499 ろうきん 喜屋武 隆太 8-0  
    喜屋武 隆太 Q1 

5   Bye  8-1

   村上 典  

6 005278 沖縄尚学高校 村上 典   

    村上 典
7   Bye  8-2

   仲村 卓  

8 007549 shot 仲村 卓  

    

9 004511 空自那覇 塚本 祐一  

   塚本 祐一
10   Bye   

    塚本 祐一
11 000262 琉球大学 田中 優磨  9-8(2)

   田中 優磨  

12   Bye   
    奥村 龍太郎 Q2 

13 005636 沖縄国際大学 仲宗根 朝大  8-2

   奥村 龍太郎  

14 000702 仲井真中学校 奥村 龍太郎 w.o.  

    奥村 龍太郎
15   Bye  8-5

   比嘉 洋  

16 003610 stroks 比嘉 洋  

    

17 004464 漫友会 渡慶次 勝次  

   渡慶次 勝次
18   Bye   

    桑原 大陽
19 001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽  8-1

   桑原 大陽  

20   Bye   

    桑原 大陽 Q3 
21 012496 美ら海テニスクラブ 青地 正哉  8-4

   青地 正哉  

22 007768 特進ファイターズ 慶留間 智貴 8-6  

    青地 正哉
23   Bye  8-5

   小嶺 幸己  

24 004867 shot 小嶺 幸己  

    

25 008173 空自那覇 青山 桂二  

   青山 桂二
26   Bye   

    金城 政来
27 000773 沖縄尚学高校 金城 政来  8-0

   金城 政来  

28   Bye   

    金城 政来 Q4 
29 001732 沖縄国際大学 新垣 晴矢  8-0

   丑番 貴一  

30 000657 琉大医学部 丑番 貴一 8-0  

    丑番 貴一
31   Bye  8-5

   鉢嶺 清章  

32 006309 漫友会 鉢嶺 清章  

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 
    

33 004763 海邦銀行 川畑 将明  

   川畑 将明
34   Bye   

    川畑 将明
35 006930 興南高校 上原 貫太郎  4-4 Ret.

   知念 泰我  

36 000699 沖縄尚学高校 知念 泰我 8-6  

    池間 利信 Q5 
37   Bye  8-4

   池間 利信  

38 006125 漫友会ストレート 池間 利信   

    池間 利信
39   Bye  8-3

   上原 健太郎  

40 009255 特進ファイターズ 上原 健太郎  

    

41 011800(M51638) 東江電気工事 東江 隆弥  

   東江 隆弥
42   Bye   

    石嶺 海斗
43 000719 沖縄尚学高校 石嶺 海斗  8-4

   石嶺 海斗  

44   Bye   

    石嶺 海斗 Q6 
45 010881 日本郵便株式会社 岡野 光稀  8-5

   岡野 光稀  

46 011925 空自那覇 田原 大作 9-8(4)  

    岡野 光稀
47   Bye  8-1

   幾世橋 亮  

48 004068 フリー 幾世橋 亮  

    

49 003604 琉大医学部 平安名 智貴  

   平安名 智貴
50   Bye   

    宮城 渡
51 001633 沖縄国際大学 宮城 渡  8-3

   宮城 渡  

52 011872 琉球大学 時任 大成 8-4  

    島袋 響 Q7 
53   Bye  8-5

   謝花 海希  

54 007994 首里森TC 謝花 海希   

    島袋 響
55   Bye  8-5

   島袋 響  

56 002642 STEP 島袋 響  

    

57 004936 漫友会 渡嘉敷 勉  

   渡嘉敷 勉
58   Bye   

    藤木 敏也
59 004503 空自那覇 藤木 敏也  8-2

   藤木 敏也  

60   Bye   

    真栄田 珠 Q8 
61 012490 フリー 真栄平 良  8-2

   真栄平 良  

62 004953 KGTクラブ 大城 博俊 3-0 Ret.  

    真栄田 珠
63   Bye  8-4

   真栄田 珠  

64 008082 沖縄尚学高校 真栄田 珠  

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子オープン　単ｰ本戦
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 

1 004450 （社）白樺会 島尻 哲至 [1]

  島尻 哲至 [1]

2 000805 沖縄尚学高校 大村 駿斗 80  

   島尻 哲至 [1]

3 001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽 80

  伊沢 伸悟  

4 001441 BC テニスクラブ 伊沢 伸悟 86  

   玉寄 貴也

5 002715 shot 中村 翔 85

  玉寄 貴也  

6 006292 東興電設 玉寄 貴也 82  

   玉寄 貴也

7 011538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 85

  上原 裕矢 [5]  

8 000010 沖縄尚学高校 上原 裕矢 [5] WO

   仲間 舜

9 000746 YKCT 田村 知大 [3] 60,61

  田村 知大 [3]

10 000994 キリスト教短期大学 仲嶺 潤 WO  

   仲間 舜

11 000751 沖縄尚学高校 仲間 舜 85

  仲間 舜  

12 008680 琉大医学部 仲本 憲人 81  

   仲間 舜

13 000719 沖縄尚学高校 石嶺 海斗 84

  石嶺 海斗  

14 001982 沖縄尚学高校 許田 大夢 86  

   吉田 成帆 [8]

15 006592 琉大医学部 宮城 孝雅 85

  吉田 成帆 [8]  

16 011966 琉球大学 吉田 成帆 [8] WO

   仲間 舜

17 004146 EAST BLUE 新里 朝彦 [7] 64,60

  奈良 美輝

18 006753 チームわくがわ 奈良 美輝 83  

   石川 清太

19 004716 UTC 前田 耕平 98(7)

  石川 清太  

20 000697 沖縄尚学高校 石川 清太 83  

   石川 清太

21 005440 沖電TC 浦崎 陽平 86

005278  沖縄尚学高校 LL  村上 典 浦崎 陽平  

22 012948 沖縄尚学高校 中屋敷 勇人 80  

   高江洲 拓実 [4] 

23 008082 沖縄尚学高校 真栄田 珠 82

  高江洲 拓実 [4]  

24 001011 沖縄国際大学 高江洲 拓実 [4] 84

004763 海邦銀行 LL    川畑 将明 北見 雄治郎 [2]

25 007606 チームSTEP 富永 健司 [6] 46,62,63

  奥村 龍太郎

26 000702 仲井真中学校 奥村 龍太郎 98(0)  

   奥村 龍太郎

27 000773 沖縄尚学高校 金城 政来 83

001633 沖縄国際大学 LL  宮城 渡 金城 政来  

28 004498 南部商業高校職員 山内 恵今 84  

   北見 雄治郎 [2] 

29 006125 漫友会ストレート 池間 利信 83

  池間 利信  

30 004499 ろうきん 喜屋武 隆太 85  

   北見 雄治郎 [2] 

31 002642 STEP 島袋 響 82

  北見 雄治郎 [2]  

32 000160 YKCT 北見 雄治郎 [2] 83

※台風のため順延平成２９年１０月２１日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場



会員番号 所属 氏名 会員番号 所属 氏名

1 4450 （社）白樺会 島尻 哲至 Q1 004499 ろうきん 喜屋武 隆太

2 160 YKCT 北見 雄治郎 Q2 000702 仲井真中学校 奥村 龍太郎

3 746 YKCT 田村 知大 Q3 001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽

4 1011 沖縄国際大学 高江洲 拓実 Q4 000773 沖縄尚学高校 金城 政来

5 10 沖縄尚学高校 上原 裕矢 Q5 006125 漫友会ストレート 池間 利信

6 7606 STEP 富永 健司 Q6 000719 沖縄尚学高校 石嶺 海斗

7 4146 EAST BLUE 新里 朝彦 Q7 002642 STEP 島袋 響

8 11966 琉球大学 吉田 成帆 Q8 008082 沖縄尚学高校 真栄田 珠

9 6753 チームわくがわ 奈良 美輝 LL1 001633 沖縄国際大学 宮城 渡

10 751 沖縄尚学高校 仲間 舜 LL2 004503 空自那覇 藤木 敏也

11 11538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 LL3 004763 海邦銀行 川畑 将明

12 5440 沖電TC 浦崎 陽平 LL4 012496 美ら海テニスクラブ 青地 正哉

13 6592 琉大医学部 宮城 孝雅 LL5 005278 沖縄尚学高校 村上 典

14 6292 東興電設 玉寄 貴也 LL6 004511 空自那覇 塚本 祐一

15 2715 shot 中村 翔 LL7 010881 日本郵便株式会社 岡野 光稀

16 4498 南部商業高校職員 山内 恵今 LL8 000657 琉大医学部 丑番 貴一

17 1982 沖縄尚学高校 許田 大夢

18 8680 琉大医学部 仲本 憲人

19 994 フリー 仲嶺 潤

20 805 沖縄尚学高校 大村 駿斗

21 1441 BC テニスクラブ 伊沢 伸悟

22 12948 沖縄尚学高校 中屋敷 勇人

23 4716 UTC 前田 耕平

24 697 沖縄尚学高校 石川 清太

予選勝者及びラッキールーザー(LL)男子オープン 単-本戦 ストレートイン及びシード

平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 
   

1 000249 琉大医学部 高江洲 大 [1]  

   高江洲 大 [1] 喜友名 和人 [15] 

2   Bye 1   7-5 6-4  

    大宜味 誠矢 

3 010063 shot 玉城 泰幸  8-3  

   大宜味 誠矢  

4 001075 TCI 大宜味 誠矢 8-3   
    知花 大地 [13] 

5 003036 フリー 玉城 邦人  5-7 Ret. 

   津田 丈生  

6 004534 漫友会 津田 丈生 8-1   
    知花 大地 [13] 

7   Bye 15  8-6  

   知花 大地 [13]  

8 009139 日本郵政 知花 大地 [13]   

    知花 大地 [13] 

9 004512 チームTAKARA 高良 恭平 [9]  w.o. 

   高良 恭平 [9]  

10   Bye 9   
    高良 恭平 [9] 

11 006606 那覇市立病院 浦崎 政臣  8-4  

   浦崎 政臣  

12 012516 フリー 島袋 光司 8-0   
    上原 拓哉 [6] 

13 009768 ST7 小禄 了  9-8(3)  

   宮里 周作  

14 002695 MTC 宮里 周作 8-6   
    上原 拓哉 [6] 

15   Bye 7  8-1  

   上原 拓哉 [6]  

16 006081 全日空 上原 拓哉 [6]   

    浦崎 薫 [4] 
17 004479 護佐丸 浦崎 薫 [4]  8-2  

   浦崎 薫 [4]  

18   Bye 3   
    浦崎 薫 [4] 

19 004932 aiaiコラソン 金城 太吾  8-3  

   金城 太吾  

20 004076 さんふらわー 川平 哲郎 8-1   
    浦崎 薫 [4] 

21 005451 チームK 儀間 仁  8-1  

   儀間 仁  

22 010202 琉大医学部 佐久本 政彬 8-0   

    儀間 仁 

23   Bye 13  8-2  
   安慶名 智人 [16]  

24 003602 無所属 安慶名 智人 [16]   

    浦崎 薫 [4] 
25 006271 ちいろば 真栄喜 清吾 [12]  8-6  

   真栄喜 清吾 [12]  

26   Bye 11   

    仲宗根 楽音 

27 006145 沖縄国際大学 仲宗根 楽音  9-7  

   仲宗根 楽音  

28 011958 琉大医学部 金城 友有 8-2   

    仲宗根 楽音 

29 011963 サザンストーン 屋富祖 徳充  8-3  

   屋富祖 徳充  

30 006947 フリー 比嘉 遼人 8-2   
    三輪 貢勢 [7] 

31   Bye 5  8-4  

   三輪 貢勢 [7]  

32 011490 TRY 三輪 貢勢 [7]  

　決　勝　戦　

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場

浦崎 薫

喜友名 和人



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 
    

33 009775 一球会 羽田 晶年 [8]  
   羽田 晶年 [8] 

34   Bye 6   

    原 圭介 
35 005700 首里森テニス倶楽部 原 圭介  8-2  

   原 圭介  

36 000218 TCI 島袋 翔 8-2   

    宮城 大一 

37 002401 琉大医学部 宮城 大一  8-3  

   宮城 大一  

38 011926 ACE 赤嶺 卓也 8-2   

    宮城 大一 

39   Bye 12  8-6  

   比嘉 成人 [11]  

40 008545 NALDA 比嘉 成人 [11]   

    喜友名 和人 [15] 

41 000396 プロバンス 喜友名 和人 [15]  8-5  
   喜友名 和人 [15]  

42   Bye 14   
    喜友名 和人 [15] 

43 008058 フリー 武田 昌則  8-0  

   川満 多己雄  

44 009759 ST7 川満 多己雄 8-4   
    喜友名 和人 [15] 

45 012970 特進ファイターズ 宮平 哲男  8-2  

   大西 誠司  

46 006887 ＴＣ　μ 大西 誠司 8-4   
    岡本 卓磨 [3] 

47   Bye 4  8-1  

   岡本 卓磨 [3]  

48 007755 琉大医学部 岡本 卓磨 [3]   

    喜友名 和人 [15] 
49 006725 沖縄県庁 當眞 嗣貴 [5]  8-4  

   當眞 嗣貴 [5]  

50   Bye 8   

    幸地 悠作 
51 010870 那覇工業高校職員 幸地 悠作  8-3  

   幸地 悠作  

52 005740 T-one 酒井 博史 w.o.  

    幸地 悠作 

53 001074 TCI 登川 絋圭  9-8(5)  

   新崎 隼一  

54 010205 琉大医学部 新崎 隼一 8-3   

    新崎 隼一 

55   Bye 10  8-6  

   日渡 健二 [10]  
56 008523 日渡ブートキャンプ 日渡 健二 [10]   

    松田 拓也 [2] 

57 004515 チームTAKARA 宮城 琴也 [14]  8-5  

   宮城 琴也 [14]  

58   Bye 16   
    宮城 琴也 [14] 

59   Bye 47  8-1  

   久志 安浩  
60 004848 CREW＆ウッディーズ 久志 安浩   

    松田 拓也 [2] 
61 008676 琉大医学部 市瀬 敬彦ジョシュア  8-4  

   市瀬 敬彦ジョシュア  

62 009770 フリー 足立 晃一 8-2   
    松田 拓也 [2] 

63   Bye 2  8-3  

   松田 拓也 [2]  

64 009216 TC μ 松田 拓也 [2]  

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子初級　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 
   

1 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸  

   照屋 和幸 稲田 英樹 

2   Bye 1   8-1  

   照屋 和幸 

3 013819 琉大医学部 前泊 有作  86

  小関 勤一  

4 004058 TC μ 小関 勤一 80  

    照屋 和幸 

5 006837 OPC 砂川 拓也  82

  佐藤 友之  

6 010831 一球会 佐藤 友之 81  

    下地 隆 

7 011852 TCμ 西原 満男  85

  下地 隆  

8 004398 フリー 下地 隆 WO  

    稲田 英樹 

9 013816 琉大医学部 豊田 亮  8-2  

  知念 政和  

10 006224 ガチンコ 知念 政和 84  

    稲田 英樹 

11 008156 フリー 砂川 雅哉  80

  稲田 英樹  

12 013835 テニスラウンジ糸満 稲田 英樹 80  

    稲田 英樹 

13 012945 LAWテニスチーム 寺西 智則  83

  寺西 智則  

14 006793 0-40 比嘉 祐二 WO  

    寺西 智則 

15 012498 琉大医学部 長嶺 一輝  97

  正一 亨  

16 008181 チャレンジ 正一 亨 80  

    稲田 英樹 

17 013240 フリー 仲本 茂雄  8-0  

  仲本 茂雄  

18 010299 ガチンコ 安仁屋 政芸 84  

    玉城 哲 

19 009672 OPC 玉城 哲  81

  玉城 哲  

20 013203 TF 知念 正也 97  

    濱元 昭 

21 012934 チームIRIYA 西條 正美  83

  千葉 俊彦  

22 011518 琉大医学部 千葉 俊彦 82  

    濱元 昭 

23 005358 TCμ 濱元 昭  86

  濱元 昭  

24 010797 アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 82  

    比嘉 恵太郎 

25 010267 ｳｪｰﾃﾞﾙﾝTC 上間 正彦  9-7  

  上間 正彦  

26 004375 チャレンジ 山内 章広 WO  

    比嘉 恵太郎 

27 010146 チャンス 原 篤史  82

  比嘉 恵太郎  

28 003798 琉大医学部 比嘉 恵太郎 85  

    比嘉 恵太郎 

29 012511 フリー 齋藤 克敏  80

  砂川 大輔  

30 000919 琉大医学部 砂川 大輔 WO  

   池口 智幸 

31 012951 LAWテニスチーム 島袋 力  84

  池口 智幸  

32 009771 マイペース 池口 智幸 84

　決　勝　戦　

※台風のため変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１７日（日）奥武山公園庭球場

稲田 英樹 

長谷川 徹 



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子初級　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 
    

33 013833 フリー 當間 大悟  

   當間 大悟 

34   Bye 6   

   當間 大悟 

35 009223 木漫TC 近藤 勝敏  85

  近藤 勝敏  

36 011517 琉大医学部 村上 嘉哉 80  

    當間 大悟 

37 013834 とくいち 渡辺 星士  97

  村口 芳弘 

38 008678 所属なし 村口 芳弘 84  

    村口 芳弘 

39 013830 高カロリーズ 大城 清吾   

  島 宏史 81

40 006722 県総ＴＳ 島 宏史 82  

    12月24日 宮城 諒大 

41 011842 OPC 木村 貴宏  NB9:00 8-2  

  平田 淳  

42 013814 0-40 平田 淳 98(8)  

    宮城 喜一 

43 013634 琉大医学部 知念 聖音  WO

  宮城 喜一  

44 004093 チャレンジ 宮城 喜一 86  

    宮城 諒大 

45 011851 首里森テニス倶楽部 富山 輝夫  83

  宮城 諒大  

46 011845 フリー 宮城 諒大 82  

    宮城 諒大 

47 011960 琉大医学部 金城 李郎  81

  上原 紀幸  

48 009752 ガチンコ 上原 紀幸 WO  

    長谷川 徹 

49 012500 0-40 名嘉 康  8-6  

  仲田 和弘  

50 006187 フリー 仲田 和弘 WO  

    足立 達哉 

51 013813 琉大医学部 足立 達哉  82

  足立 達哉  

52 004419 ラッキーTC 宮国 清 WO  

    長谷川 徹 

53 013635 琉大医学部 平良 祐人  82

  城間 郁男  

54 012000 TCμ 城間 郁男 83  

    長谷川 徹 

55 006290 フリー 長嶺 元多  80

  長谷川 徹  

56 004432 ウェーデルンTC 長谷川 徹 84  

    12月24日 長谷川 徹 

57 012931 LAWテニスチーム 崎浜 泰裕  NB9:00 8-5  

  崎浜 泰裕  

58 006205 遊美 高良 敏男 81  

    崎浜 泰裕 

59 013815 琉大医学部 濱村 司  86

  長濱 真太  

60 006231 だぶるちきん 長濱 真太 81  

    崎浜 泰裕 

61 004751 チームGG 中村 健志  86

  下地 一芳  

62 004431 チームオゴエ 下地 一芳 83  

   幸地 力 

63   Bye 2  86

   幸地 力  

64 011588 フリー 幸地 力  

平成２９年１２月１７日（日）奥武山公園庭球場

※台風のため変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子３５　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
006878 沖観所 中原 健太郎 

1 004421 チームわくがわ 湧川 重智 [1]  

   中原 健太郎
2   Bye 1   

    中原 健太郎
3 004842 結TC 新垣 太一  7-4 Ret.

  新垣 太一  

4 006794 てだこテニスクラブ 大城 仁 8-6  

    中原 健太郎
5 005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 [3]  8-3

   仲眞 亮 [3]  

6   Bye 3   

    白澤 克年
7 005733 あっちゃんず軍団 城間 睦之  9-8(6)

  白澤 克年  

8 004801 UTC 白澤 克年 8-1  

    前仲 清浩

9 006800 ムカトンズ 松山 武彦  

6-7(5) 7-5

10-6

  松山 武彦  

10 011575 チームわくがわ 知念 雅昭 8-4  

  Bye  垣花 久好 [4]

11 006878 沖観所 中原 健太郎  9-8(5)

  垣花 久好 [4]  

12 006315 MHM 垣花 久好 [4]   

    前仲 清浩
13 004840 山内中教員 石川 一彦  8-2

  前仲 清浩  

14 004238 漫友会 前仲 清浩 8-5  

    前仲 清浩
15   Bye 2  9-8(5)

   松田 靖 [2]  

16 004531 チャレンジ 松田 靖 [2]  

   

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場

※第１シードのケガによる欠場のため、トーナメント規則に準じシード順位５位の中原選手をドローNo1へ移動しドローNo11を
Byeとする。



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

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

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 006208 チームＴＲＹ 義永 寛  8-1  
   義永 寛  

4 011822 チャレンジ 平良 等 8-3   
    花城 可和 [1] 

5 004838 高カロリーズ 大久保 洋 [4]  8-0  
   又吉 弘  

6 004250 とくいち 又吉 弘 w.o.  
    赤嶺 秀樹 

7 002231 A'sFactory 杉本 博  8-3  
   赤嶺 秀樹  

8 006270 TCμ 赤嶺 秀樹 8-4   
    花城 可和 [1]

9 008700 フリー 玉城 秀亀  6-1 6-3
   井藤 善夫  

10 003617 A'sFactory 井藤 善夫 8-0   
    仲間 良樹 [3] 

11   Bye 4  8-4  
   仲間 良樹 [3]  

12 004791 太陽クラブ 仲間 良樹 [3]   
    仲間 良樹 [3] 

13 011542 STS Popov Stoyan  8-5  
   伊佐 真也  

14 004448 HEMTEC 伊佐 真也 8-5   
    上江洌 学 [2] 

15   Bye 2  8-3  
   上江洌 学 [2]  

16 004546 TCμ 上江洌 学 [2]  

平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

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

1 002095 ワープ 嘉手納 良博 [1]  
   嘉手納 良博 [1] 

2   Bye 1   
    嘉手納 良博 [1] 

3 003595 朝練クラブ 上原 敏則  8-2  
   上原 敏則  

4 005745 さんくらぶ 仲眞 豪 8-5   
    嘉手納 良博 [1] 

5 004574 ウッディーズ 具志川 隆 [3]  8-2  
   具志川 隆 [3]  

6   Bye 3   
    那須 一 

7 004486 結TC 那須 一  8-3  
   那須 一  

8 013828 個人 服部 毅 8-0   
    嘉手納 良博

9 006615 さんくらぶ 照屋 章  6-2 6-4
   平良 博紀  

10 004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 8-6   
    平良 博紀 

11   Bye 4  8-4  
   赤嶺 優 [4]  

12 004700 フリー 赤嶺 優 [4]   
    及川 卓郎 [2] 

13 006075 朝練クラブ 大村 浩三  8-6  
   大村 浩三  

14 004416 BCテニスクラブ 慶田 喜則 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]  

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場

平成２９年１０月８日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

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

   

1 000007 沖縄国際大学 新垣 貴実子 [1]  

   新垣 貴実子 [1] 

2   Bye 1   

    新垣 貴実子 [1] 

3 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  8-0  

  當眞 帆夏  

4 004066 首里中学校 當眞 帆夏 8-4   

    新垣 貴実子 [1] 

5 000983 首里高校 安里 美優 [3]  6-2 6-4  

   安里 美優 [3]  

6   Bye 3   

    安里 美優 [3] 

7   Bye 12  8-0  

   蔵當 美夏  

8 006954 美ら海テニスクラブ 蔵當 美夏   

    新垣 貴実子 [1] 

9 001595 小禄高校 金城 瑠奈  6-4 6-1  

   金城 瑠奈  

10   Bye 11   

    金城 瑠奈 

11   Bye 4  8-3  

   丑番 希恵 [4]  

12 000656 石田中学校 丑番 希恵 [4]   

    金城 瑠奈 

13 007582 コザ高校 赤嶺 桜  4-6 7-5 6-3  

   赤嶺 桜  

14   Bye 10   

    玉城 花梨 [2] 

15   Bye 2  8-2  

   玉城 花梨 [2]  

16 007479 首里高校 玉城 花梨 [2]  

   

  

※台風のため順延平成２９年１０月２１日（土）漫湖市民庭球場

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子中級　単
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 

   

1 000624 RMTC 降旗 莉子 [1]  

   降旗 莉子 [1] 
2   Bye 1   

    稲田 江里香 

3 010182 琉球大学 本坊 美喜子  8-6  

  稲田 江里香  

4 013836 無し 稲田 江里香 8-1   

    稲田 江里香 

5 010172 RMTC 鈴木 野々香  8-3  

   鈴木 野々香  

6   Bye 24   

    宮地 弘美 [5] 

7   Bye 7  w.o. 

   宮地 弘美 [5]  

8 004663 TCμ 宮地 弘美 [5]   

    稲田 江里香 

9 010179 TCμ 日渡 靖佳 [3]  8-2  

   日渡 靖佳 [3]  

10   Bye 3   

    日渡 靖佳 [3] 
11 011578 ウェーデルンTC 田中 由美子  9-8(6)  

  仲嶺 澪  

12 008281 RMTC 仲嶺 澪 w.o.  

    嶌崎 昌代 

13 013842 フリー 嶌崎 昌代  8-2  

  嶌崎 昌代  

14 008382 漫友会 鉢嶺 結 w.o.  

    嶌崎 昌代 

15   Bye 5  w.o. 

   砂川 愛香 [8]  

16 009739 OPC 砂川 愛香 [8]   

    稲田 江里香 

17 004819 チームわくがわ 高良 道子 [6]  7-5 4-6 10-7  

   高良 道子 [6]  

18   Bye 6   

    瀬戸 春菜 

19   Bye 22  8-4  

   瀬戸 春菜  

20 013315 RMTC 瀬戸 春菜   

    瀬戸 春菜 

21 011534 ウェーデルンTC 杉田 真也  8-2  

  嶺井 明香利  

22 002398 UTC 嶺井 明香利 w.o.  

    城間 瑞萌 [4] 

23   Bye 4  w.o. 

   城間 瑞萌 [4]  

24 010174 RMTC 城間 瑞萌 [4]   

    喜多 倫子 

25 009230 琉球大学 渡辺 理紗 [7]  8-6  

   渡辺 理紗 [7]  

26   Bye 8   

    渡辺 理紗 [7] 
27   Bye 23  8-6  

   田中 一美  

28 006781 freedom 田中 一美   

    喜多 倫子 

29 010710 フリー 喜多 倫子  8-3  

  喜多 倫子  

30 010171 RMTC 松本 菜月 8-5   

    喜多 倫子 

31   Bye 2  8-5  

   羽田 陽子 [2]  

32 009787 TCμ 羽田 陽子 [2]  

※台風のため順延平成２９年１０月２１日（土）漫湖市民庭球場

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子初級　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

1 009782 陸自那覇 高嶋 なぎさ  

   高嶋 なぎさ 

2   Bye 1   

    高嶋 なぎさ 

3 013575 TCμ 松堂 かおり  8-4  

  松堂 かおり  

4 010465 ポラリス 島 美玲 8-6   

    平良 英里子 

5 012882 伊集TFC 仲宗根 一美  8-4  

  及川 敏子  

6 010858 チームわくがわ 及川 敏子 8-1   

    平良 英里子 

7 011526 首里森TC 大城 文乃  8-4  

  平良 英里子  

8 001958 RMTC 平良 英里子 8-5   

    瀬良垣 美賀 

9 009724 ウェーデルンTC 木下 真奈美  8-4  

  前川 末美  

10 011617 るりいろクラブ 前川 末美 8-4   

    前川 末美 

11 011803 フリー 知念 里佐  8-1  

  知念 里佐  

12 010464 ポラリス 高嶺 清美 w.o.  

    瀬良垣 美賀 

13 013317 RMTC 新本 綾乃  8-3  

  知念 美和  

14 010883 TCμ 知念 美和 8-0   

    瀬良垣 美賀 

15   Bye 2  8-6  

   瀬良垣 美賀  

16 008060 フリーダム 瀬良垣 美賀  

   

平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子３５　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   

1 010081 海自沖縄 道下 薫 [1]  

   道下 薫 [1] 

2   Bye 1   

    伊志嶺 初美 

3 010338 BCテニスクラブ 伊志嶺 初美  w.o. 

  伊志嶺 初美  

4 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 8-2   

    伊志嶺 初美 

5 003553 A'sFactory 井藤 京子  7-5 6-4  

   井藤 京子  

6   Bye 6   

    井藤 京子 

7   Bye 2  8-1  

   小林 弥生 [2]  

8 008028 freedom 小林 弥生 [2]  

※台風のため順延平成２９年１０月２１日（土）漫湖市民庭球場

※台風のため順延平成２９年１０月２１日（土）漫湖市民庭球場

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

000160 YKCT 北見 雄治郎 [1] 

1 000746 YKCT 田村 知大 北見 雄治郎 [1] 吉田 成帆 [8] 吉田 成帆 [8] 

   田村 知大 高江洲 拓実 高江洲 拓実 

2   Bye 1  北見 雄治郎 [1] 岸本 大亮 7-5 6-2  

008082 沖縄尚学高校 真栄田 珠  田村 知大 萩原 由法 

3 000719 沖縄尚学高校 石嶺 海斗 真栄田 珠 9-7  

006930 興南高校 上原 貫太郎 石嶺 海斗  

4 001593 首里東高校 佐藤 駿 8-4  北見 雄治郎 [1] 

    田村 知大 
5   Bye 17 宇座 圭太 8-1  

000752 沖縄国際大学 宇座 圭太 宮城 渡  

6 001633 沖縄国際大学 宮城 渡  宇座 圭太 

    宮城 渡 

7   Bye 15 喜屋武 隆太 [14] w.o. 

004499 ろうきん 喜屋武 隆太 [14] 比嘉 将太  

8 008552 沖電TC 比嘉 将太  吉田 成帆 [8] 

004146 EAST BLUE 新里 朝彦 [12]  高江洲 拓実 

9 006153 KAGAYAKI隊 比嘉 歩 新里 朝彦 [12] 8-5  

   比嘉 歩  

10   Bye 9  新里 朝彦 [12] 

008292 沖縄尚学高校 照屋 健一  比嘉 歩 
11 000697 沖縄尚学高校 石川 清太 照屋 健一 8-6  

   石川 清太  

12   Bye 24  吉田 成帆 [8] 

    高江洲 拓実 
13   Bye 25 比嘉 洋 8-5  

003610 stroks 比嘉 洋 藤野 誠  

14 013821 ALBATROSS 藤野 誠  吉田 成帆 [8] 

    高江洲 拓実 

15   Bye 7 吉田 成帆 [8] w.o. 

011966 琉球大学 吉田 成帆 [8] 高江洲 拓実  

16 001011 沖縄国際大学 高江洲 拓実  吉田 成帆 [8] 

006309 漫友会 鉢嶺 清章 [4]  高江洲 拓実 

17 005424 トミザラス 黒島 勇輝 鉢嶺 清章 [4] 2-6 7-6(3) 6-2  

   黒島 勇輝  

18   Bye 3  奥村 龍太郎 

    桑原 大陽 

19   Bye 36 奥村 龍太郎 w.o. 

000702 仲井真中学校 奥村 龍太郎 桑原 大陽  

20 001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽  奥村 龍太郎 

    桑原 大陽 

21   Bye 20 仲嶺 潤 9-8(5)  

000994 キリスト教短期大学 仲嶺 潤 許田 大夢  

22 001982 沖縄尚学高校 許田 大夢  仲嶺 潤 

    許田 大夢 

23   Bye 13 塚本 祐一 [15] 8-6  

004511 空自那覇 塚本 祐一 [15] 田原 大作  

24 011925 空自那覇 田原 大作  中屋敷 勇人 

007549 shot 仲村 卓 [9]  仲間 舜 

25 004867 shot 小嶺 幸己 仲村 卓 [9] 8-1  

   小嶺 幸己  

26   Bye 11  仲村 卓 [9] 

007801 沖縄工業高校 桃原 玲雄  小嶺 幸己 
27 007911 沖縄工業高校 長嶺 大介 桃原 玲雄 w.o. 

   長嶺 大介  

28   Bye 21  中屋敷 勇人 

    仲間 舜 

29   Bye 28 中屋敷 勇人 8-0  

012948 沖縄尚学高校 中屋敷 勇人 仲間 舜  

30 000751 沖縄尚学高校 仲間 舜  中屋敷 勇人 

    仲間 舜 

31   Bye 5 丑番 貴一 [6] 8-2  

000657 琉大医学部 丑番 貴一 [6] 宮城 孝雅  

32 006592 琉大医学部 宮城 孝雅  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場

　決　勝　戦　

NB11:00



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 

006170 首里森庭球倶楽部 喜久里 紘 [5]  

33 006269 首里森庭球倶楽部 比嘉 要 喜久里 紘 [5] 

   比嘉 要 

34   Bye 6  喜久里 紘 [5] 

001576 沖縄尚学高校 座間味 光  比嘉 要 
35 000699 沖縄尚学高校 知念 泰我 座間味 光 8-5  

   知念 泰我  

36   Bye 27  喜久里 紘 [5] 

    比嘉 要 
37   Bye 22 宮城 武人 8-6  

009491 西原ジュニア 宮城 武人 神里 誓大  

38 002538 KT2 神里 誓大  吉里 伸太 [10] 

    運天 飛勇 

39   Bye 12 吉里 伸太 [10] 8-4  

001515 知念高校 吉里 伸太 [10] 運天 飛勇  

40 001106 沖縄尚学高校 運天 飛勇  岸本 大亮 

009255 特進ファイターズ 上原 健太郎 [13]  萩原 由法 

41 007768 特進ファイターズ 慶留間 智貴 上原 健太郎 [13] 8-6  

   慶留間 智貴  

42   Bye 14  岸本 大亮 

    萩原 由法 

43   Bye 46 岸本 大亮 8-5  

000725 フリー 岸本 大亮 萩原 由法  

44 010083 (株)YUKUリゾート 萩原 由法  岸本 大亮 

    萩原 由法 

45   Bye 30 宮國 貴大 8-2  

006233 RαSK 宮國 貴大 松田 崇  

46 000400 RαSK 松田 崇  宮國 貴大 

    松田 崇 

47   Bye 4 中村 翔 [3] w.o. 

002715 shot 中村 翔 [3] 大城 祥平  

48 003614 shot 大城 祥平  岸本 大亮 

004503 空自那覇 藤木 敏也 [7]  萩原 由法 

49 008173 空自那覇 青山 桂二 藤木 敏也 [7] w.o. 

   青山 桂二  

50   Bye 8  大村 駿斗 

000805 沖縄尚学高校 大村 駿斗  金城 政来 

51 000773 沖縄尚学高校 金城 政来 大村 駿斗 8-6  

   金城 政来  

52   Bye 26  大村 駿斗 

    金城 政来 

53   Bye 23 多和田 侑介 8-0  

013812 中部病院 多和田 侑介 田中 優磨  

54 000262 琉球大学 田中 優磨  多和田 侑介 

    田中 優磨 

55   Bye 10 東江 隆弥 [11] w.o. 

011800(M51638) 東江電気工事 東江 隆弥 [11] 玉寄 貴也  

56 006292 東興電設 玉寄 貴也  名嘉眞 翼 [2] 

010881 日本郵便株式会社 岡野 光稀 [16]  富永 健司 

57 006125 漫友会ストレート 池間 利信 岡野 光稀 [16] 8-1  

   池間 利信  

58   Bye 16  岡野 光稀 [16] 

003994 沖縄尚学高校 仲村渠 宇将  池間 利信 
59 005278 沖縄尚学高校 村上 典 仲村渠 宇将 8-2  

   村上 典  

60   Bye 18  名嘉眞 翼 [2] 

003980 港川中学校 大村 蒼太  富永 健司 
61 002717 沖縄東中学校 島袋 愛基 仲本 憲人 8-1  

008680 琉大医学部 仲本 憲人 平安名 智貴  

62 003604 琉大医学部 平安名 智貴 w.o. 名嘉眞 翼 [2] 

    富永 健司 

63   Bye 2 名嘉眞 翼 [2] 8-1  

011538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [2] 富永 健司  

64 007606 チームSTEP 富永 健司  

平成２９年１１月３日（金祝）漫湖市民庭球場

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　複
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 

007554 shot 山城 翔夢 [1] 

1 010063 shot 玉城 泰幸 山城 翔夢 [1] 

   玉城 泰幸 

2   Bye 1  山城 翔夢 [1] 

004326 次男連合 上江洌 壮  玉城 泰幸 
3 000658 空自那覇 大城 良太 上江洌 壮 97

013605 フリー 下地 慶 大城 良太 

4 008389 フリー 濵比嘉 勇作 WO 山城 翔夢 [1]

011490 TRY 三輪 貢勢  玉城 泰幸 
5 006190 フリー 小山 宏樹 津田 丈生 83

004534 漫友会 津田 丈生 真栄城 嵩  

6 003590 漫友会ストレート 真栄城 嵩 83 津田 丈生 

    真栄城 嵩 

7   Bye 7 安慶名 智人 [5] 83

003602 無所属 安慶名 智人 [5] 玉寄 十夢  

8 004877 グッピー 玉寄 十夢   

001075 TCI 大宜味 誠矢 

001074 TCI 登川 絋圭 天野 雄介 [6] 

000396 プロバンス 喜友名 和人 [3]  汐口 正臣 

9 006074 M,s 眞榮城 淳二 大宜味 誠矢 85

   登川 絋圭  

10   Bye 3  大宜味 誠矢 

010187 サンデーズ 山信田 啓  登川 絋圭 

11 009770 フリー 足立 晃一 新崎 隼一 86

010205 琉大医学部 新崎 隼一 渡辺 桂太  

12 008674 琉大医学部 渡辺 桂太 97 天野 雄介 [6] 

005439 さんふらわー 島袋 直樹  汐口 正臣 
13 004076 さんふらわー 川平 哲郎 奥間 政人 83

008054 フリー 奥間 政人 高江洲 真也  

14 005437 MGD 高江洲 真也 WO 天野 雄介 [6] 

    汐口 正臣 
15   Bye 5 天野 雄介 [6] 83

007692 T.T.T. 天野 雄介 [6] 汐口 正臣  

16 012493 一球会 汐口 正臣  佐藤 光 

004868 shot 普天間 朝昂 [7]  儀間 仁 

17 010052 shot 眞榮城 進一 普天間 朝昂 [7] 6-3 1-6 10-5  

001046 琉大医学部 與那覇 智貴 眞榮城 進一  

18 000249 琉大医学部 高江洲 大 81 上江洲 豊 

008523 日渡ブートキャンプ 日渡 健二  新里 卓也 

19 013590 TCμ 秦 一 上江洲 豊 86

001747 フリー 上江洲 豊 新里 卓也  

20 002351 フリー 新里 卓也 97 上江洲 豊 

004485 球陽高等学校職員 伊佐 拓司  新里 卓也 

21 006102 豊見城高校職員 與那覇 景 伊佐 拓司 85

008545 NALDA 比嘉 成人 與那覇 景  

22 004493 トミザラス 渡名喜 庸市 81 比嘉 允顕 [4] 

    銘苅 裕二 
23   Bye 4 比嘉 允顕 [4] 98(1)

008509 フェニックス 比嘉 允顕 [4] 銘苅 裕二  

24 001442 クローバー 銘苅 裕二  佐藤 光 

000140 琉球銀行 嘉数 祐二 [8]  儀間 仁 

25 009216 TC μ 松田 拓也 嘉数 祐二 [8] WO

001075 TCI 大宜味 誠矢 松田 拓也  

26 001074 TCI 登川 絋圭  嘉数 祐二 [8] 

008676 琉大医学部 市瀬 敬彦ジョシュア  松田 拓也 
27 004855 琉大医学部 金城 英樹 市瀬 敬彦ジョシュア 84

006887 ＴＣ　μ 大西 誠司 金城 英樹  

28 011849 沖縄ＨＮＳ 當間 大悟 86 佐藤 光 

008629 MTC 吉味 拓真  儀間 仁 

29 002695 MTC 宮里 周作 佐藤 光 81

013801 フリーダム 佐藤 光 儀間 仁  

30 005451 チームK 儀間 仁 81 佐藤 光 

    儀間 仁 

31   Bye 2 比嘉 健 [2] 86

005748 護佐丸 比嘉 健 [2] 浦崎 薫  

32 004479 護佐丸 浦崎 薫  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１７日（日）奥武山公園庭球場

※第３シードの欠場に伴い、第９シードに当たる大宜味・登川組をドロー№９へ移動し、ドロー№２６はByeとする。

Bye



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子初級　複
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 
006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸 

1 004432 ウェーデルンTC 長谷川 徹 照屋 和幸 

   長谷川 徹 

2   Bye 1  照屋 和幸 

013825 ACTY 外間 和樹  長谷川 徹 

3 013826 ACTY 船越 亮介  WO

012891 ヘムテック 永野 光男 NotPlayed  

4 012873 HEMTEC 池口 明男  照屋 和幸 

011842 OPC 木村 貴宏  長谷川 徹 

5 006837 OPC 砂川 拓也 木村 貴宏 84

   砂川 拓也  

6   Bye 24  佐藤 友之 

    田村 一郎 

7   Bye 7 佐藤 友之 84

010831 一球会 佐藤 友之 田村 一郎  

8 009233 一球会 田村 一郎  照屋 和幸 

005785 0-40 平田 直也  長谷川 徹 

9 006793 0-40 比嘉 祐二 平田 直也 8-4  

   比嘉 祐二  

10   Bye 3  平田 直也 

004251 六期会 奥濱 真一  比嘉 祐二 

11 004570 六期会 石井 周 奥濱 真一 84

013820 ラッキーTC 大城 勝彦 石井 周  

12 008684 ラッキーTC 谷渕 圭祐 81 平田 直也 

004093 チャレンジ 宮城 喜一  比嘉 祐二 

13 008181 チャレンジ 正一 亨 宮城 喜一 82

   正一 亨  

14   Bye 21  宮城 喜一 

    正一 亨 

15   Bye 5 多和田 真順 97

008021 フリー 多和田 真順 幸地 力  

16 011588 フリー 幸地 力  照屋 和幸 

010299 ガチンコ 安仁屋 政芸  長谷川 徹 

17 006224 ガチンコ 知念 政和 千葉 俊彦 8-2  

011518 琉大医学部 千葉 俊彦 平良 祐人  

18 013635 琉大医学部 平良 祐人 82 奥田 秀和 

    宮国 清 

19   Bye 22 奥田 秀和 98(4)

004296 ラッキーTC 奥田 秀和 宮国 清  

20 004419 ラッキーTC 宮国 清  奥田 秀和 

004185 アヴァンティ庭球倶楽部 嘉陽 弘光  宮国 清 

21 010797 アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 嘉陽 弘光 WO

   比嘉 哲二  

22   Bye 19   

    NotPlayed

23   Bye 4 外間 安史  

006786 チームほかま 外間 安史 外間 正樹  

24 004895 チームほかま 外間 正樹  中嶋 愛一郎 

010861 MGD 山城 順也  中嶋 聡 

25 010862 MGD 齋藤 達也 山城 順也 8-3  

   齋藤 達也  

26   Bye 8  中嶋 愛一郎 

013240 フリー 仲本 茂雄  中嶋 聡 

27 013241 フリー 嘉手納 主税 中嶋 愛一郎 82

013805 一球会 中嶋 愛一郎 中嶋 聡  

28 009725 一球会 中嶋 聡 81 中嶋 愛一郎 

005767 クラウディー 大湾 朝明  中嶋 聡 

29 004970 ＳＴ７ 安次富 長純 名嘉 康 w.o. 

012500 0-40 名嘉 康 新本 祐介  

30 008144 0-40 新本 祐介 82 名嘉 康 

    新本 祐介 

31   Bye 2 内藤 雅実 WO

007751 TCμ 内藤 雅実 神里 要  

32 010268 TCμ 神里 要  

   

  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子３５　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

002468 チームK 伊吉 明 [1] 

1 004238 漫友会 前仲 清浩 伊吉 明 [1] 

   前仲 清浩 

2   Bye 1  松田 靖 

004525 Team Joo 新城 隆  親富祖 修市 

3 004603 TRY 照屋 兼司 松田 靖 81

004531 チャレンジ 松田 靖 親富祖 修市  

4 000019 チャレンジ 親富祖 修市   

004525 Team Joo 新城 隆 

004603 TRY 照屋 兼司 新城 隆

004279 4279 棚原 栄 [3]  照屋 兼司 

5 004473 新都心倶楽部 高田 明彦 新城 隆 84

   照屋 兼司  

6   Bye 3  新城 隆 

006878 沖観所 中原 健太郎  照屋 兼司 

7 010865 海自那覇 押川 弘和 WO

013227 梅ちゃんず 平良 比呂志 NotPlayed  

8 006800 ムカトンズ 松山 武彦 仲宗根 学 

004250 とくいち 又吉 弘  真境名 啓 

9 004258 とくいち 名城 康昌 又吉 弘 36,62,10-7

   名城 康昌  

10   Bye 11  垣花 久好 [4] 

    比嘉 安俊 
11   Bye 4 垣花 久好 [4] WO

006315 MHM 垣花 久好 [4] 比嘉 安俊  

12 001102 TC μ 比嘉 安俊  仲宗根 学 

004516 世田谷テニスクラブ 仲宗根 学  真境名 啓 

13 004524 Team Joo 真境名 啓 仲宗根 学 83

003617 A'sFactory 井藤 善夫 真境名 啓  

14 002231 A'sFactory 杉本 博 82 仲宗根 学 

    真境名 啓 

15   Bye 2 仲眞 亮 [2] 86

005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 [2] 川上 喜也  

16 005696 ワープ 川上 喜也  

平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子５５　複
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] 

   比嘉 義行 

2   Bye 1  平良 博紀 [1] 

004438 ウェーデルンTC 仲里 政泰  比嘉 義行 
3 004101 ウェーデルンTC 村井 博哉 中村 保 81

004399 Beer's 中村 保 浦崎 直毅  

4 005735 Beer's 浦崎 直毅 WO 嘉手納 良博 [2] 

005745 さんくらぶ 仲眞 豪  牛迫 康信 
5 006615 さんくらぶ 照屋 章 仲眞 豪 63,75

004521 チームK 嘉数 好規 照屋 章  

6 006075 朝練クラブ 大村 浩三 86 嘉手納 良博 [2] 

    牛迫 康信 
7   Bye 2 嘉手納 良博 [2] 98(7)

002095 ワープ 嘉手納 良博 [2] 牛迫 康信  

8 007759 漫友会 牛迫 康信  

平成２９年１２月１７日（日）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１７日（日）奥武山公園庭球場

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２９日（日）奥武山公園庭球場

※第３シードの欠場に伴い、第５シードに当たる新城・照屋組がドロー№５へ移動し、ドロー№３はByeとする。

Bye



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子オープン　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

003338 RαSK 平良 栞奈 [1] 

1 000007 沖縄国際大学 新垣 貴実子 平良 栞奈 [1] 

   新垣 貴実子 

2   Bye 1  平良 栞奈 [1] 

012075 コザ高校 伊集 綺子  新垣 貴実子 
3 007582 コザ高校 赤嶺 桜 久高 萌栞 60,63

007264 首里高校 久高 萌栞 金城 ひかり  

4 003928 首里高校 金城 ひかり 81 安里 美優 [2] 

002752 コザ高校 植村 美海  玉城 花梨 
5 009350 コザ高校 渡久地 葵葉 植村 美海 61,36,62

003035 沖縄尚学中学校 外間 友紀乃 渡久地 葵葉  

6 004066 首里中学校 當眞 帆夏 WO 安里 美優 [2] 

    玉城 花梨 
7   Bye 2 安里 美優 [2] 63,60

000983 首里高校 安里 美優 [2] 玉城 花梨  

8 007479 首里高校 玉城 花梨  

   

  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子中級　複
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 

001963 team JKN 浦崎 利菜子 [1] 

1 012913 team JKN 浦崎 結子 浦崎 利菜子 [1] 

   浦崎 結子 

2   Bye 1  浦崎 利菜子 [1] 

004674 TCμ 島本 和代  浦崎 結子 
3 004662 M&M 相羽 美紗子 城間 瑞萌 82

010174 RMTC 城間 瑞萌 本坊 美喜子  

4 010182 琉球大学 本坊 美喜子 84 浦崎 利菜子 [1] 

005703 マイペース 又吉 由美  浦崎 結子 
5 003555 Baby steps 長嶺 朋子 喜多 倫子 82

010710 フリー 喜多 倫子 我那覇 みなみ  

6 001412 ファイブファンタジスタ 我那覇 みなみ 81 喜多 倫子 

    我那覇 みなみ 

7   Bye 7 上原 祐子 [7] 80

004684 西原早起き会 上原 祐子 [7] 岡崎 真由美  

8 005429 チーム3292 岡崎 真由美  浦崎 利菜子 [1] 

010172 RMTC 鈴木 野々香 [3]  浦崎 結子 

9 000624 RMTC 降旗 莉子 鈴木 野々香 [3] 84

   降旗 莉子  

10   Bye 3  鈴木 野々香 [3] 

006781 freedom 田中 一美  降旗 莉子 
11 004533 グッピー 石川 智子 田中 一美 82

013837 北谷スポーツ ｳｫｰﾚﾝ 真理子 石川 智子  

12 013839 北谷スポーツ 多良間 理沙 85 鈴木 野々香 [3] 

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 98(4)

010258 フリー 具志 文子 高良 道子  

14 005462 HEMTEC 平良 聡美 97 伊波 美穂 [5] 
    宮城 聡子 

15   Bye 5 伊波 美穂 [5] 84

004487 F.アップルズ 伊波 美穂 [5] 宮城 聡子  

16 004110 チーム3292 宮城 聡子  浦崎 利菜子 [1] 

005381 はなはな 入谷 砂知子 [6]  浦崎 結子 

17 013842 フリー 嶌崎 昌代 入谷 砂知子 [6] 62,75

   嶌崎 昌代  

18   Bye 6  入谷 砂知子 [6] 

011534 ウェーデルンTC 杉田 真也  嶌崎 昌代 
19 011578 ウェーデルンTC 田中 由美子 仲間 美也子 85

009753 OPC 仲間 美也子 砂川 愛香  

20 009739 OPC 砂川 愛香 98(1) 喜名 有香 

012905 北谷第二小学校 港川 菜津美  浦崎 千尋 

21 012907 フリー 金城 奈々 喜名 有香 WO

012880 フリー 喜名 有香 浦崎 千尋  

22 012879 フリー 浦崎 千尋 WO 喜名 有香 

    浦崎 千尋 

23   Bye 4 比嘉 美香 [4] 85

008500 グッピー 比嘉 美香 [4] 矢野 淳子  

24 011889 グッピー 矢野 淳子  喜名 有香 

004883 KKKT 小嶺 裕子 [8]  浦崎 千尋 

25 008665 TCμ 山崎 二史子 小嶺 裕子 [8] 82

   山崎 二史子  

26   Bye 8  小嶺 裕子 [8] 
011524 首里森庭球倶楽部 宜保 さやか  山崎 二史子 

27 003565 ラッキーラビット 比嘉 志津代 宜保 さやか 86

008281 RMTC 仲嶺 澪 比嘉 志津代  

28 010171 RMTC 松本 菜月 83 小嶺 裕子 [8] 
004698 チームジェニファー 桃原 春美  山崎 二史子 

29 004902 チーム3292 金城 久代 桃原 春美 84

004738 まーる 与儀 久美子 金城 久代  

30 008382 漫友会 鉢嶺 結 WO 玉城 りん子 [2] 

    許田 信子 
31   Bye 2 玉城 りん子 [2] 81

009661 TRY 玉城 りん子 [2] 許田 信子  

32 006084 KKKT 許田 信子  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子初級　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
012882 伊集TFC 仲宗根 一美 

1 011617 るりいろクラブ 前川 末美 仲宗根 一美 

   前川 末美 

2   Bye 1  大城 美里 

012477 ゆいまーるTC 大城 美里  生嶋 志帆 

3 012476 ゆいまーるTC 生嶋 志帆 大城 美里 86

011497 TCμ 宮脇 都 生嶋 志帆  

4 012893 TCμ 高橋 裕子 81 比嘉 杏里 

013823 チャンス 比嘉 杏里  阿部 恵理香 

5 010117 TCμ 阿部 恵理香 比嘉 杏里 83

   阿部 恵理香  

6   Bye 3  比嘉 杏里 

010375 ポラリス 榮野元 いね子  阿部 恵理香 

7 013831 ポラリス 比嘉 さとみ 新本 綾乃 80

013317 RMTC 新本 綾乃 白石 美登里  

8 011971 RMTC 白石 美登里 82 當山 田岐子 

010465 ポラリス 島 美玲  金城 美佐江 

9 010464 ポラリス 高嶺 清美 仲宗根 由賀 86

012460 Teamぴぃやん 仲宗根 由賀 神里 奈津美  

10 010121 Teamぴぃやん 神里 奈津美 97 當山 田岐子 

    金城 美佐江 

11   Bye 4 當山 田岐子 98(2)

010116 TCμ 當山 田岐子 金城 美佐江  

12 006764 チームK 金城 美佐江  當山 田岐子 

011498 県総テニスサークル 仲嶺 ともみ  金城 美佐江 

13 013574 伊集TFC 松川 孝子 仲嶺 ともみ 81

013841 フリー 上原 郁子 松川 孝子  

14 013832 フリー 長谷 京子 WO 仲嶺 ともみ 

    松川 孝子 

15   Bye 2 徳田 留衣 84

012885 TCμ 徳田 留衣 照屋 美奈子  

16 013159 TCμ 照屋 美奈子  

   

  

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場



平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子３５　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

009140 Free dom 佐久川 美代子 [1] 

1 008650 フリーダム 鎌田 美奈子 佐久川 美代子 [1] 

   鎌田 美奈子 

2   Bye 1  佐久川 美代子 [1] 

004494 フリー 棚原 和子  鎌田 美奈子 
3 004696 ふぁにーず 池原 純恵 中本 玲子 WO

004554 TCμ 中本 玲子 喜屋武 忍  

4 004553 Vamos 喜屋武 忍  上江洌 美智子 [4] 

004547 TCμ 上江洌 美智子 [4]  伊志嶺 初美 

5 010338 BCテニスクラブ 伊志嶺 初美 上江洌 美智子 [4] 80

   伊志嶺 初美  

6   Bye 3  上江洌 美智子 [4] 

    伊志嶺 初美 
7   Bye 12 平川 直美 80

004544 T.T.T 平川 直美 永原 炎  

8 004542 ちむちむ 永原 炎  中山 明美 

    田口 恵 

9   Bye 7 中山 明美 63,46,10-6

004850 ロイヤル 中山 明美 田口 恵  

10 006061 TC.μ 田口 恵  中山 明美 

    田口 恵 

11   Bye 4 儀間 真紀 [3] 98(5)

004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [3] 小林 弥生  

12 008028 freedom 小林 弥生  中山 明美 

005492 ちむちむ 嘉陽 則子  田口 恵 

13 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 嘉陽 則子 WO

004641 TCμ 太田 かおり 石原 トモ子  

14 005007 TCμ 志村 昌枝 82 嘉陽 則子 

    石原 トモ子 

15   Bye 2 83

004494 フリー 棚原 和子 

004696 ふぁにーず 池原 純恵 棚原 和子 

003553 A'sFactory 井藤 京子 [2] 池原 純恵  

16 010081 海自沖縄 道下 薫  

   

平成29年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子４５　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

004964 いちごクラブ 宮城 エツ子 [1] 

1 004724 ふぁにーず 高良 紀子 嘉数 三代 

004520 ちむちむ 嘉数 三代 福里 涼子 

2 000022 チャレンジ 福里 涼子 WO 池谷 小百合 

004752 プロバンス 宮城 弘子  高橋 日向子 

3 006611 M's 眞榮城 さつき 池谷 小百合 83

010064 チームわくがわ 池谷 小百合 高橋 日向子  

4 012025 チームSTEP 高橋 日向子 84 池谷 小百合 

003560 ふぁにーず 漢那 美由紀  高橋 日向子 

5 004609 ふぁにーず 照屋 智美 漢那 美由紀 76(2),61

004822 プロバンス 仲本 典子 照屋 智美  

6 004909 いちごクラブ 松本 三千代 86 末吉 政子 [2] 

002952 いちごクラブ 大嶋 弘美  石垣 富子 

7 004550 いちごクラブ 嵩西 園子 末吉 政子 [2] 82

004837 チームGOLD 末吉 政子 [2] 石垣 富子  

8 004905 チームGOLD 石垣 富子 82

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

平成２９年１２月１６日（土）奥武山公園庭球場

※台風のため日程変更：平成２９年１０月２８日（土）奥武山公園庭球場

※第２シードの欠場に伴い、第５シードに当たるドロー№３の棚原・池原組がドロー№１６へ移動し、ドロー№３はByeとする。

Bye


