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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 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  宮城 孝也 

008680  琉大医学部 仲本 憲人  宮城 陵太 

3 000308  琉大医学部 豊里 駿 宮城 孝也 8-4  

004045  TTT 宮城 孝也 宮城 陵太  

4 768  沖縄県庁 宮城 陵太 8-5  宮城 孝也
000396  テニスラウンジ糸満 喜友名 和人  宮城 陵太

5 004433  テニスラウンジ糸満 新垣 佳久 依光 洋平 8-2

010248  BLITZ 依光 洋平 村田 正将  

6 009755  BLITZ 村田 正将 8-6  依光 洋平 

004511  空自那覇 塚本 祐一  村田 正将 

7 013694  空自那覇 迫田 翔太  w.o. 

006309  漫友会 鉢嶺 清章 [7]   

8 005424  トミザラス 黒島 勇輝 Not Played 吉井 恵三

006170  首里森庭球倶楽部 喜久里 紘 [3]  池間 昇太

9 006269  首里森庭球倶楽部 比嘉 要 喜久里 紘 [3] 8-4

    比嘉 要  

10    Bye 3  宮城 渡 

002712  GenTS 我謝 桐吾  松田 崇 

11 011561  古堅中学校 荒川 拓来 宮城 渡 9-8(2)  

001633  沖縄国際大学 宮城 渡 松田 崇  

12 000400  沖縄国際大学 松田 崇 8-2  吉井 恵三
011925  空自那覇 田原 大作  池間 昇太

13 008173  空自那覇 青山 桂二 吉井 恵三 8-3

010648  沖縄尚学高校 吉井 恵三 池間 昇太  

14 000803  沖縄尚学高校 池間 昇太 8-4  吉井 恵三 

     池間 昇太 

15    Bye 5 宮良 森 [5] 8-2  

001256  TSCH Esslingen 宮良 森 [5] 高江洲 拓実  

16 001011  首里森庭球倶楽部 高江洲 拓実  名嘉眞 翼 [2] 

001515  知念高校 吉里 伸太 [6]  萩原 由法 

17 001106  沖縄尚学高校 運天 飛勇 吉里 伸太 [6] 8-4  

    運天 飛勇  

18    Bye 6  吉里 伸太 [6] 

013992  フリー 与那嶺 翔  運天 飛勇 
19 004867  shot 小嶺 幸己 大城 貴椰 8-5  

002738  読谷高校 大城 貴椰 廣渡 藍之  

20 001585  普天間高校 廣渡 藍之 8-1  中村 翔
006118  スイミー 普久原 朝尚  立津 章吾

21 009727  スイミー 長嶺 慶一 中村 翔 8-3

002715  shot 中村 翔 立津 章吾  

22 013577  無所属 立津 章吾 8-2  中村 翔 

     立津 章吾 

23    Bye 4 兼次 竜佑 [4] 8-5  

009116  日本郵便株式会社 兼次 竜佑 [4] 石村 幸慎  

24 005742  ㈱Impress 石村 幸慎  喜名 景一朗

000657  琉大医学部 丑番 貴一 [8]  喜名 景太

25 006592  琉大医学部 宮城 孝雅 喜名 景一朗 8-4

005360  漫友会ストレート 喜名 景一朗 喜名 景太  

26 000047  フリー 喜名 景太 w.o. 喜名 景一朗 

002088  テニスラウンジ糸満 嘉数 泰志  喜名 景太 

27 010881  テニスラウンジ糸満 岡野 光稀 嘉数 泰志 8-6  

011562  チームSTEP 島袋 直樹 岡野 光稀  

28 002642  STEP 島袋 響 9-8(6)  喜名 景一朗
005287  那覇高校 吉野 亮  喜名 景太

29 007161  那覇高校 小波津 翔 吉野 亮 8-4

002239  フリー 喜納 祐市 小波津 翔  

30 006125  フリー 池間 利信 9-8(4)  名嘉眞 翼 [2] 

     萩原 由法 

31    Bye 2 名嘉眞 翼 [2] 8-3  

011538  ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [2] 萩原 由法  

32 010083  (株)YUKUリゾート 萩原 由法  

平成30年1月21日（日）漫湖市民テニスコート
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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] 

    比嘉 貴洋 安里 智樹 安里 智樹

2    Bye 1  渡嘉敷 将幸 照喜名 朝英 照喜名 朝英
004607  shot 渡嘉敷 将幸  碩 雅樹 大城 盛弥 8-1

3 002409  shot 碩 雅樹 渡嘉敷 将幸 w.o. 知念 優
011782  フリー 具志 茂 碩 雅樹  

4 010807  TCμ 小柳 邦彦 8-0  与名城 徹聖 

     時任 大成 

5    Bye 17 与名城 徹聖 8-3  

013991  琉球大学 与名城 徹聖 時任 大成  

6 011872  琉球大学 時任 大成  与名城 徹聖 

     時任 大成 

7    Bye 15 友利 勇介 [15] 8-5  

010224  トミザラス 友利 勇介 [15] 當眞 嗣貴  

8 006725  沖縄県庁 當眞 嗣貴  与名城 徹聖 

010074  日渡ブートキャンプ 大城 徹也 [10]  時任 大成 

9 008523  日渡ブートキャンプ 日渡 健二 大城 徹也 [10] 8-3  

    日渡 健二  

10    Bye 9  小橋川 達仁 

006878  沖観所 中原 健太郎  金城 善友 

11 013928  oos 河野 滉蔵 小橋川 達仁 8-5  

008075  首里森庭球倶楽部 小橋川 達仁 金城 善友  

12 004914  （株）リンクス 金城 善友 8-2  津田 丈生 [7] 

     真栄城 嵩 
13    Bye 25 上原 拓哉 8-3  

006081  ANA 上原 拓哉 佐平 翔  

14 000903  ANA 佐平 翔  津田 丈生 [7] 

     真栄城 嵩 

15    Bye 7 津田 丈生 [7] 8-2  

004534  漫友会 津田 丈生 [7] 真栄城 嵩  

16 003590  漫友会ストレート 真栄城 嵩  安里 智樹 

003602  無所属 安慶名 智人 [3]  照喜名 朝英 

17 004877  グッピー 玉寄 十夢 安慶名 智人 [3] 8-4  

    玉寄 十夢  

18    Bye 3  三輪 貢勢 

011490  TRY 三輪 貢勢  小山 宏樹 

19 006190  TCμ 小山 宏樹 三輪 貢勢 8-3  

000214  BREMEN 佐久原 悠也 小山 宏樹  

20 008629  BREMEN 吉味 拓真 8-3  三輪 貢勢 

     小山 宏樹 

21    Bye 20 山城 裕紀 8-6  

004048  ぴぃやん 山城 裕紀 照屋 貴博  

22 010135  ぴぃやん 照屋 貴博  山城 裕紀 

     照屋 貴博 

23    Bye 13 岡本 卓磨 [13] 8-6  

007755  琉大医学部 岡本 卓磨 [13] 渡辺 桂太  

24 008674  琉大医学部 渡辺 桂太  安里 智樹 

011958  琉大医学部 金城 友有 [11]  照喜名 朝英 

25 000249  琉大医学部 高江洲 大 金城 友有 [11] 8-4  

    高江洲 大  

26    Bye 11  金城 友有 [11] 

008545  フリー 比嘉 成人  高江洲 大 
27 004493  ヨウイッチ 渡名喜 庸市 比嘉 成人 8-4  

    渡名喜 庸市  

28    Bye 21  安里 智樹 

012473  MRS 大島 竜太  照喜名 朝英 

29 009602  MRS 湯浅 憲補 安里 智樹 8-3  

982  フリー 安里 智樹 照喜名 朝英  

30 007284  フリー 照喜名 朝英 8-6  安里 智樹 

     照喜名 朝英 

31    Bye 5 幸地 悠作 [5] 8-3  

010870  那覇工業高校職員 幸地 悠作 [5] 與那覇 景  

32 006102  球陽TC 與那覇 景  

　決　勝　戦　

平成30年1月21日（日）漫湖市民テニスコート
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008509  野獣 比嘉 允顕 [6]  

33 011926  野獣 赤嶺 卓也 比嘉 允顕 [6] 

    赤嶺 卓也 
34    Bye 6  大城 盛弥 

000125  ちゅうざん病院 大城 盛弥  知念 優 

35 010391  team☆cyuzan 知念 優 大城 盛弥 8-2  

    知念 優  

36    Bye 27  大城 盛弥 

     知念 優 

37    Bye 22 仲宗根 楽音 8-4  

006145  沖縄国際大学 仲宗根 楽音 山城 守成  

38 002450  沖縄国際大学 山城 守成  平安名 智貴 [9] 

     與那覇 智貴 

39    Bye 12 平安名 智貴 [9] 9-8(4)  

003604  琉大医学部 平安名 智貴 [9] 與那覇 智貴  

40 001046  琉大医学部 與那覇 智貴  大城 盛弥 

005696  ワープ 川上 喜也 [16]  知念 優 

41 005735  Beer's 浦崎 直毅 川上 喜也 [16] 5-4 Ret. 

    浦崎 直毅  

42    Bye 14  川上 喜也 [16] 

013976  TC糸満 伊川 正啓  浦崎 直毅 
43 013977  TC糸満 城島 研太 伊川 正啓 8-6  

    城島 研太  

44    Bye 19  川上 喜也 [16] 

006315  MHM 垣花 久好  浦崎 直毅 
45 001102  AUA 比嘉 安俊 小禄 了 8-5  

009768  ST7 小禄 了 川満 多己雄  

46 009759  ウッティーズ 川満 多己雄 w.o. 儀間 仁 [4] 

     大城 直行 

47    Bye 4 儀間 仁 [4] 8-5  

005451  チームK 儀間 仁 [4] 大城 直行  

48 004923  Team Joo 大城 直行  大城 盛弥

010061  フリー 宮城 年男 [8]  知念 優

49 005437  MGD 高江洲 真也 宮城 年男 [8] 8-2

    高江洲 真也  

50    Bye 8  千葉 俊彦 

011518  琉大医学部 千葉 俊彦  宮城 大一 

51 002401  琉大医学部 宮城 大一 千葉 俊彦 8-3  

    宮城 大一  

52    Bye 26  玉城 善章 [12] 

010187  MTC 山信田 啓  眞榮城 淳二 
53 009770  T・M 足立 晃一 佐藤 友之 8-6  

010831  一球会 佐藤 友之 田村 一郎  

54 009233  一球会 田村 一郎 8-4  玉城 善章 [12] 

     眞榮城 淳二 

55    Bye 10 玉城 善章 [12] 9-7  

006763  チームK 玉城 善章 [12] 眞榮城 淳二  

56 006074  M,s 眞榮城 淳二  玉城 善章 [12] 

008706  沖縄国際大学 前原 史弥 [14]  眞榮城 淳二 

57 008747  kmy 高良 侑杜 前原 史弥 [14] 8-6  

    高良 侑杜  

58    Bye 16  前原 史弥 [14] 

006607  琉大おーびー 下地 康文  高良 侑杜 
59 010199  沖縄県職員 伊差川 隼人 下地 康文 8-0  

    伊差川 隼人  

60    Bye 18  前原 史弥 [14] 

008423  ウッディーズ 柳 孝道  高良 侑杜 
61 004743  ウッディーズ 神谷 保 柳 孝道 8-6  

010708  kmy 亀川 慎 神谷 保  

62 003675  kmy 仲地 洋邦 8-4  柳 孝道 

     神谷 保 

63    Bye 2 天野 雄介 [2] 8-6  

007692  T.T.T. 天野 雄介 [2] 汐口 正臣  

64 012493  一球会 汐口 正臣  

平成30年1月21日（日）漫湖市民テニスコート
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005700  首里森庭球倶楽部 原 圭介 

1 008427  首里森庭球倶楽部 湖城 竹三郎 原 圭介
    湖城 竹三郎 小波津 和宗 宮平 一輝 

2    Bye 1  原 圭介 知念 正也 與那城 章一 

004056  NTR 喜納 政康  湖城 竹三郎 宮平 一輝 8-5

3 004058  TCμ 小関 勤一 平田 幸慈 8-3 與那城 章一 

013984  HEMTEC 平田 幸慈 平田 明則  

4 013985  HEMTEC 平田 明則 8-3 原 圭介
     湖城 竹三郎

5    Bye 17 平良 祐人 8-4

013635  琉大医学部 平良 祐人 比嘉 恵太郎  

6 003798  琉大医学部 比嘉 恵太郎  平良 祐人
     比嘉 恵太郎

7    Bye 15 西條 正美 8-6

012934  チームIRIYA 西條 正美 高良 敏男  

8 006205  遊美 高良 敏男  原 圭介
004333  沖電TC 大宜見 朝博  湖城 竹三郎

9 011853  沖電TC 濱畑 恭平 下地 秀一 2-4 Ret.

012011  サンデーズ 下地 秀一 秦 一  

10 013590  サンデーズ 秦 一 8-6 下地 秀一
014000  TCμ 平良 徹  秦 一

11 006134  HEMTEC 都倉 稔 平良 徹 9-8(4)

    都倉 稔  

12    Bye 24  下地 秀一
006200  国際重機 佐久田 直克  秦 一

13 007552  首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 佐久田 直克 8-3

008657  TCμ 上野 公寛 儀保 健蔵  

14 007765  TCμ 大手 基弘 8-4 佐久田 直克
     儀保 健蔵

15    Bye 7 上間 正彦 8-1

010267  ウェーデルンTC 上間 正彦 奥原 聡  

16 011850  奥原電設 奥原 聡  小波津 和宗 

013995  鹿児島銀行沖縄支店 垣花 将人  知念 正也 

17 013996  鹿児島銀行沖縄支店 猪俣 善大 垣花 将人 8-4

    猪俣 善大  

18    Bye 3  小波津 和宗
004924  FTC 小波津 和宗  知念 正也

19 013203  TF 知念 正也 小波津 和宗 8-4

006108  HEMTEC 大村 敏久 知念 正也  

20 011974  HEMTEC 島袋 まさや 8-4 小波津 和宗
     知念 正也

21    Bye 20 金城 李郎 8-1

011960  琉大医学部 金城 李郎 長嶺 一輝  

22 012498  琉大医学部 長嶺 一輝  宮城 勝利
     比嘉 遼人

23    Bye 13 宮城 勝利 8-2

009660  ゆいまーるTC 宮城 勝利 比嘉 遼人  

24 006947  ゆいまーるTC 比嘉 遼人  小波津 和宗
012951  LAWテニスチーム 島袋 力  知念 正也

25 012931  LAWテニスチーム 崎浜 泰裕 島袋 力 9-7

    崎浜 泰裕  

26    Bye 11  末吉 海斗
007581  サンデーズ 上原 博行  石津 諒

27 006072  木漫TC 具志堅 恵治 末吉 海斗 8-6

013720  なし 末吉 海斗 石津 諒  

28 011946  フリー 石津 諒 8-5 外間 安史
012891  ヘムテック 永野 光男  外間 正樹

29 012873  HEMTEC 池口 明男 永野 光男 8-5

005358  TCμ 濱元 昭 池口 明男  

30 005359  フリー 金城 正樹 w.o. 外間 安史
     外間 正樹

31    Bye 5 外間 安史 8-5

006786  チームほかま 外間 安史 外間 正樹  

32 004895  チームほかま 外間 正樹  

　決　勝　戦　

平成30年1月27日（土）漫湖市民テニスコート
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011995  TCμ 吉岡 将広  

33 011910  OBCOテニス部 橋本 浩 新崎 隼一
010205  琉大医学部 新崎 隼一 足立 達哉

34 013813  琉大医学部 足立 達哉 8-2 新崎 隼一
013819  琉大医学部 前泊 有作  足立 達哉

35 013815  琉大医学部 濱村 司 前泊 有作 8-0

    濱村 司  

36    Bye 27  宮国 清
     谷渕 圭祐

37    Bye 22 宮城 真政 8-6

004427  沖縄県社会福祉協議会 宮城 真政 比嘉 繁  

38 004595  フリー 比嘉 繁  宮国 清
010202  琉大医学部 佐久本 政彬  谷渕 圭祐

39 013816  琉大医学部 豊田 亮 宮国 清 w.o.

004419  ラッキーTC 宮国 清 谷渕 圭祐  

40 008684  ラッキーTC 谷渕 圭祐 8-1 宮平 一輝
001906  玉城軍 宮平 一輝  與那城 章一

41 010130  玉城軍 與那城 章一 宮平 一輝 8-4

013565  鹿児島銀行 入江 健悟 與那城 章一  

42 013994  鹿児島銀行沖縄支店 東郷 晋太郎 8-3 宮平 一輝
012000  TCμ 城間 郁男  與那城 章一

43 013157  TCμ 廣澤 英治 城間 郁男 8-4

    廣澤 英治  

44    Bye 19  宮平 一輝
     與那城 章一

45    Bye 30 田中 光 8-4

013989  T-nuts 田中 光 鳥居 高志  

46 011626  T-nuts 鳥居 高志  大湾 朝明
005767  クラウディー 大湾 朝明  安次富 長純

47 004970  ST7 安次富 長純 大湾 朝明 8-2

011866  OBCOテニス部 前森 要 安次富 長純  

48 013980  フリー 安里 哲雄 8-0 宮平 一輝
013987  T-nuts 上野 健太  與那城 章一

49 011616  T-nuts 安里 尚悟 上野 健太 8-5

    安里 尚悟  

50    Bye 8  上野 健太
011869  OBCOテニス部 伊藤 大作  安里 尚悟

51 011862  OBCOテニス部 多良間 英明 伊藤 大作 8-2

    多良間 英明  

52    Bye 26  国吉 広典
     山内 章広

53    Bye 23 原 篤史 8-2

010146  チャンス 原 篤史 玉城 竜二  

54 010827  チャンス 玉城 竜二  国吉 広典
003567  チャレンジ 国吉 広典  山内 章広

55 004375  チャレンジ 山内 章広 国吉 広典 8-0

004185  アヴァンティ庭球倶楽部 嘉陽 弘光 山内 章広  

56 010797  アヴァンティ庭球倶楽部 比嘉 哲二 8-5 伊波 幸広
011851  首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  友利 正吉

57 010892  まわしげり 新里 朝信 富山 輝夫 4-7 Ret.

013634  琉大医学部 知念 聖音 新里 朝信  

58 000919  琉大医学部 砂川 大輔 8-5 富山 輝夫
006591  フリー 大城 槙吾  新里 朝信

59 013788  フリー 新田 昌作 大城 槙吾 8-3

    新田 昌作  

60    Bye 18  伊波 幸広
     友利 正吉

61    Bye 31 奥濱 真一 8-1

004251  六期会 奥濱 真一 石井 周  

62 004570  六期会 石井 周  伊波 幸広
011863  OBCOテニス部 上原 一仁  友利 正吉

63 013177  OBCOテニス部 照屋 信斗 伊波 幸広 8-3

009713  BATHSHIRAIN AGU 伊波 幸広 友利 正吉  

64 004886  BATHSHIRAIN AGU 友利 正吉 8-3
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選手登録番号 St. 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

005744  首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 [1] 

1 006169  TCμ 金城 成章 仲眞 亮 [1]

004250  0-40 又吉 弘 金城 成章

2 004258  0-40 名城 康昌 8-3 仲眞 亮 [1]

004525  Team Joo 新城 隆  金城 成章

3 004524  Team Joo 真境名 啓 新城 隆 8-6

005415  漫友会 伊野波 保 真境名 啓  

4 004464  漫友会 渡慶次 勝次 8-4 仲眞 亮 [1]

013588  MRS 中村 猛  金城 成章

5 008526  MRS 野口 勇 棚原 栄 8-6

004279  Team Joo 棚原 栄 照屋 兼司  

6 004603  teamTRY 照屋 兼司 8-2 棚原 栄

013978  TCμ 石毛 大海  照屋 兼司

7 012895  NANJOY 菊沢 敦 大城 良太 [2] 9-8(8)

000658  空自那覇 大城 良太 [2] 藤木 敏也  

8 004503  空自那覇 藤木 敏也 8-0

   

第46回沖縄新春テニストーナメント
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003142  TB 佐伯 進 [1] 

1 004530  T.B. 津波古 直也 佐伯 進 [1] 

    津波古 直也 

2    Bye 1  佐伯 進 [1] 

008181  チャレンジ 正一 亨  津波古 直也 

3 000019  チャレンジ 親富祖 修市 Popov Stoyan 8-6  

011542  STS Popov Stoyan ヤボル シシコフ  

4 004898  北谷SC ヤボル シシコフ 9-8(5)  久志 安浩 

013965  ワープ 山川 茂男  嶺井 靖之 

5 013964  ワープ 島袋 章浩 久志 安浩 8-3  

004848  CREW＆ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ 久志 安浩 嶺井 靖之  

6 005716  FTC 嶺井 靖之 8-1  久志 安浩 

     嶺井 靖之 

7    Bye 2 井藤 善夫 [2] 8-2  

003617  A'sFactory 井藤 善夫 [2] 杉本 博  

8 002231  A'sFactory 杉本 博  

    

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート
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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] 

004398  チームK 下地 隆  比嘉 義行 

3 004399  Beer's 中村 保 上原 弘道 9-8(5)  

005413  ワープ 上原 弘道 安次嶺 昌記  

4 004051  ワープ 安次嶺 昌記 9-8(5)  嘉手納 良博 [2] 

003581  琉球大学教職員TC 及川 卓郎  新垣 富士男 

5 004486  結TC 那須 一 及川 卓郎 8-6  

004521  チームK 嘉数 好規 那須 一  

6 006075  朝練クラブ 大村 浩三 8-3  嘉手納 良博 [2] 

     新垣 富士男 

7    Bye 2 嘉手納 良博 [2] 8-5  

002095  ワープ 嘉手納 良博 [2] 新垣 富士男  

8 000767  フリー 新垣 富士男  

    

   

第46回沖縄新春テニストーナメント
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004416  BCテニスクラブ 慶田 喜則 [1] 

1 003558  那覇ローンテニスクラブ 渡嘉敷 義浩 慶田 喜則 [1] 

    渡嘉敷 義浩 

2    Bye 1  慶田 喜則 [1] 

004459  BCテニスクラブ 大城 清司  渡嘉敷 義浩 

3 004460  BCテニスクラブ 新門 貞雄 大城 清司 8-5  

004461  ワープ 嵩原 正人 新門 貞雄  

4 004549  大同火災 平良 悟 8-5  慶田 喜則 [1] 

     渡嘉敷 義浩 

5    Bye 3 森田 耕司 8-6  

009245  軟友会テニスクラブ 森田 耕司 細川 邦昭  

6 009122  軟友会テニスクラブ 細川 邦昭  瀬名波 進 [2] 

     砂川 典久 

7    Bye 2 瀬名波 進 [2] 8-6  

000786  BCテニスクラブ 瀬名波 進 [2] 砂川 典久  

8 004894  護佐丸 砂川 典久  

    

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート
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000007  沖縄国際大学 新垣 貴実子 [1] 

1 002889  琉球大学 當真 ふじの 新垣 貴実子 [1] 

    當真 ふじの 

2    Bye 1  新垣 貴実子 [1] 

006111  チャレンジ 仲村 利沙  當真 ふじの 

3 009153  ミルキーウェイ 小濱 祐奈 仲村 利沙 8-1  

007264  首里高校 久高 萌栞 小濱 祐奈  

4 003928  首里高校 金城 ひかり 8-2  新垣 貴実子 [1] 

012075  コザ高校 伊集 綺子  當真 ふじの 

5 007582  コザ高校 赤嶺 桜 平良 栞奈 8-6  

003338  Rαsk 平良 栞奈 新本 樹奈  

6 000695  沖縄国際大学 新本 樹奈 8-2  安里 美優 [2] 

004538  りゅうせき 喜久村 いずみ  玉城 花梨 

7 006983  Rise TC 神谷 由奈 安里 美優 [2] 8-4  

000983  首里高校 安里 美優 [2] 玉城 花梨  

8 007479  首里高校 玉城 花梨 8-2  

    

   

平成30年1月27日（土）漫湖市民テニスコート
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010172  RMTC 鈴木 野々香 [1] 

1 000624  RMTC 降旗 莉子 鈴木 野々香 [1] 

    降旗 莉子 

2    Bye 1  鈴木 野々香 [1] 

004641  TCμ 太田 かおり  降旗 莉子 
3 005007  スーン 志村 昌枝 大濱 千夏 8-0  

009229  RMTC 大濱 千夏 渡辺 理紗  

4 009230  RMTC 渡辺 理紗 9-7  鈴木 野々香 [1] 

008281  RMTC 仲嶺 澪  降旗 莉子 
5 010171  RMTC 松本 菜月 太田 弓 8-1  

013982  フリー 太田 弓 徳永 成子  

6 008034  ロイヤル 徳永 成子 8-3  太田 弓 

     徳永 成子 

7    Bye 7 徳永 増美 [6] 8-5  

004694  ちむちむ 徳永 増美 [6] 田澤 悦子  

8 004545  ちむちむ 田澤 悦子  比嘉 奈々絵 

010710  フリー 喜多 倫子 [3]  長田 香代子 

9 013842  フリー 嶌崎 昌代 喜多 倫子 [3] 8-4  

    嶌崎 昌代  

10    Bye 3  喜多 倫子 [3] 

004674  スーン 島本 和代  嶌崎 昌代 
11 004662  TCμ 相羽 美紗子 城間 瑞萌 9-7  

010174  RMTC 城間 瑞萌 瀬戸 春菜  

12 013315  RMTC 瀬戸 春菜 8-5  比嘉 奈々絵 

002180  フリー 比嘉 奈々絵  長田 香代子 

13 004444  Vamos 長田 香代子 比嘉 奈々絵 8-1  

009666  テニスのTRY 仲田 みな子 長田 香代子  

14 009668  テニスのトライ 城間 千春 8-1  比嘉 奈々絵 

013839  北谷スポーツ 多良間 理沙  長田 香代子 

15 013975  フリー 清水 春奈 多良間 理沙 8-2  

006787  スカーレット 仲間 美佐代 [8] 清水 春奈  

16 011889  スカーレット 矢野 淳子 8-5  比嘉 奈々絵 

006177  スーン 下地 孝子 [7]  長田 香代子 

17 004819  チームわくがわ 高良 道子 下地 孝子 [7] 8-1  

    高良 道子  

18    Bye 6  當山 田岐子 

010116  スーン 當山 田岐子  金城 美佐江 

19 006764  チームK 金城 美佐江 當山 田岐子 8-5  

011534  ウェーデルンTC 杉田 真也 金城 美佐江  

20 011578  TRY 田中 由美子 8-4  仲間 美也子 [4] 

001958  RMTC 平良 英里子  砂川 愛香 
21 010182  RMTC 本坊 美喜子 田中 一美 8-3  

006781  freedom 田中 一美 石川 智子  

22 004533  グッピー 石川 智子 8-5  仲間 美也子 [4] 

     砂川 愛香 

23    Bye 4 仲間 美也子 [4] 8-6  

009753  OPC 仲間 美也子 [4] 砂川 愛香  

24 009739  OPC 砂川 愛香  仲間 美也子 [4] 

004487  フレッシュアップルズ 伊波 美穂 [5]  砂川 愛香 

25 004902  スーン 金城 久代 伊波 美穂 [5] w.o. 

    金城 久代  

26    Bye 8  佐藤 優菜 

004684  西原早起き会 上原 祐子  瀬良垣 美賀 

27 005429  ヒコ3292 岡崎 真由美 佐藤 優菜 8-1  

013966  県総ナイターTC 佐藤 優菜 瀬良垣 美賀  

28 008060  フリーダム 瀬良垣 美賀 8-3  与那覇 まゆみ 

013935  ライナーズ 与那覇 まゆみ  漢那 美由紀 

29 003560  ふぁにーず 漢那 美由紀 与那覇 まゆみ 9-7  

010258  フリー 具志 文子 漢那 美由紀  

30 012025  ステップ 高橋 日向子 8-1  与那覇 まゆみ 

     漢那 美由紀 

31    Bye 2 小嶺 裕子 [2] 8-4  

004883  TCμ 小嶺 裕子 [2] 山崎 二史子  

32 008665  空自那覇 山崎 二史子  

平成30年1月27日（土）漫湖市民テニスコート



第46回沖縄新春テニストーナメント

一般女子初級
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
005749  チアーズ 仲村渠 さゆり 

1 013180  TTT 狩俣 美佐江 仲村渠 さゆり
    狩俣 美佐江

2    Bye 1  比嘉 杏里
010375  ポラリス 榮野元 いね子  阿部 恵理香

3 010464  ミュー 高嶺 清美 比嘉 杏里 8-5

013823  チャンス 比嘉 杏里 阿部 恵理香  

4 010117  フリー 阿部 恵理香 8-4 比嘉 杏里
     阿部 恵理香

5    Bye 9 大城 美里 8-5

012477  ゆいまーるTC 大城 美里 生嶋 志帆  

6 012476  ゆいまーるTC 生嶋 志帆  大城 美里
010858  チームわくがわ 及川 敏子  生嶋 志帆

7 004741  チームわくがわ 長嶺 厚音 佐々木 辰美 8-2

013990  μ 佐々木 辰美 小禄 千恵子  

8 013998  フリー 小禄 千恵子 8-1 金井 千栄美 

011526  首里森庭球倶楽部 大城 文乃  高江洲 麻称 

9 004107  首里森庭球倶楽部 比嘉 和代 大城 文乃 8-2  

    比嘉 和代  

10    Bye 3  大城 文乃
011970  RMTC 堺田 ひかる  比嘉 和代

11 013317  RMTC 新本 綾乃 中村 文子 8-4

013993  ミュウミュウ 中村 文子 須田 真美子  

12 013637  TCμ 須田 真美子 w.o. 金井 千栄美
012909  OBCOテニス部 金井 千栄美  高江洲 麻称

13 000562  OBCOテニス部 高江洲 麻称 金井 千栄美 8-4

013159  HTJ 照屋 美奈子 高江洲 麻称  

14 012904  HTJ 神里 八重子 8-1 金井 千栄美
     高江洲 麻称

15    Bye 5 宮脇 都 8-0

011497  Star  Player 宮脇 都 高橋 裕子  

16 012893  首里森庭球倶楽部 高橋 裕子  宮城 弘子 

011498  伊集T C 仲嶺 ともみ  長嶺 朋子 

17 013574  伊集T C 松川 孝子 宇良 かやの 8-4  

010127  TCμ 宇良 かやの 知念 美和  

18 010883  TCμ 知念 美和 8-2 宇良 かやの
010465  ポラリス 島 美玲  知念 美和

19 013997  ポラリス 金良 多恵子 島 美玲 8-4

    金良 多恵子  

20    Bye 11  宮城 弘子
004752  プロバンス 宮城 弘子  長嶺 朋子

21 003555  Baby Steps 長嶺 朋子 宮城 弘子 8-0

012885  TCμ 徳田 留衣 長嶺 朋子  

22 011911  OBCOテニス部 橋本 直子 8-0 宮城 弘子
     長嶺 朋子

23    Bye 4 上原 しのぶ 8-2

010143  チャンス 上原 しのぶ 新城 麻理子  

24 013145  チャンス 新城 麻理子  宮城 弘子 

004746  コスモ 神谷 利津子  長嶺 朋子 

25 006128  ウッディーズ 金城 千加子 神谷 利津子 8-4  

011867  OBCOテニス部 前森 薫 金城 千加子  

26 013981  フリー 安里 奈々子 8-0 神谷 利津子
013983  TCμ 山本 由三子  金城 千加子

27 013632  TCμ 比嘉 由美 山本 由三子 8-1

    比嘉 由美  

28    Bye 10  神谷 利津子
012882  伊集ＴC 仲宗根 一美  金城 千加子

29 011617  伊集ＴC 前川 末美 仲宗根 一美 8-2

011531  フリー 呉屋 那々子 前川 末美  

30 011539  フリー 新垣 愛 8-3 仲宗根 一美
     前川 末美

31    Bye 2 湧田 邦子 8-3

012888  TCμ 湧田 邦子 謝敷 春美  

32 009704  TCμ 謝敷 春美  

平成30年1月27日（土）漫湖市民テニスコート



第46回沖縄新春テニストーナメント

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

選手登録番号 St. 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 金城 千春 塚本 いずみ [1] 

    金城 千春 

2    Bye 1  儀間 真紀 

013234  NANJOY 吉田 道  小林 弥生 

3 012868  NANJOY 菊沢 幸子 儀間 真紀 8-2  

004565  チームわくがわ 儀間 真紀 小林 弥生  

4 008028  freedom 小林 弥生 w.o. 儀間 真紀 

009140  freedom 佐久川 美代子 [4]  小林 弥生 

5 008650  freedom 鎌田 美奈子 佐久川 美代子 [4] 8-5  

    鎌田 美奈子  

6    Bye 3  中本 玲子 

004554  TCμ 中本 玲子  喜屋武 忍 

7 004553  Vamos 喜屋武 忍 中本 玲子 8-6  

    喜屋武 忍  

8    Bye 5  井藤 京子 [2] 

004494  TRYtennis 棚原 和子  道下 薫 

9 006156  Team Joo 真境名 淳子 棚原 和子 9-8(7)  

009213  フリー 小林 あゆみ 真境名 淳子  

10 009787  TCμ 羽田 陽子 8-3  上江洌 美智子 [3] 

     中山 明美 

11    Bye 4 上江洌 美智子 [3] 8-4  

004547  TCμ 上江洌 美智子 [3] 中山 明美  

12 004850  ロイヤル 中山 明美  井藤 京子 [2] 

008484  ウッディーズ 中井 美樹子  道下 薫 

13 004879  ウッディーズ 牧田 直子 谷川 美由紀 8-4  

008487  フリー 谷川 美由紀 金城 美佳  

14 009154  フリー 金城 美佳 8-3  井藤 京子 [2] 

     道下 薫 

15    Bye 2 井藤 京子 [2] 8-6  

003553  A'sFactory 井藤 京子 [2] 道下 薫  

16 010081  海自沖縄 道下 薫  
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第46回沖縄新春テニストーナメント

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

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

004837  チームGOLD 末吉 政子 [1] 

1 004905  チームGOLD 石垣 富子 末吉 政子 [1]

    石垣 富子

2    Bye 1  池谷 小百合

010064  チームわくがわ 池谷 小百合  湧川 志子

3 004935  チームわくがわ 湧川 志子 池谷 小百合 8-1

004544  T.T.T 平川 直美 湧川 志子  

4 004718  ちむちむ 座安 明美 8-1 池谷 小百合

004618  いちごクラブ 小波津 貴子 [4]  湧川 志子

5 009661  TRY 玉城 りん子 小波津 貴子 [4] 8-1

    玉城 りん子  

6    Bye 3  喜納 ひとみ

     照屋 智美

7    Bye 12 喜納 ひとみ 8-3

004119  ライナーズ 喜納 ひとみ 照屋 智美  

8 004609  ふぁにーず 照屋 智美  

     

9    Bye 6 仲本 典子 8-5

004822  プロバンス 仲本 典子 松本 三千代  

10 004909  いちごクラブ 松本 三千代  宮城 聡子 [3]

     田口 恵

11    Bye 4 宮城 聡子 [3] 8-4

004110  ハートフルピット 宮城 聡子 [3] 田口 恵  

12 006061  TCμ 田口 恵  宮城 聡子 [3]

     田口 恵

13    Bye 7 前仲 清美 9-7

006164  フリー 前仲 清美 屋良 みつ子  

14 006762  TCμ 屋良 みつ子  宮城 エツ子

     高良 紀子

15    Bye 2 宮城 エツ子 [2] 8-4

004964  いちごクラブ 宮城 エツ子 [2] 高良 紀子  

16 004724  ふぁにーず 高良 紀子  

    

   

第46回沖縄新春テニストーナメント

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

選手登

録番号

St

. 所属団体
1 仲間
入谷

2 大嶋
嵩西

3 小山
苗代

勝敗 順位

1
000043

005381
 

はなはな
はなはな

仲間 美津江

入谷 砂知子
 8-4 9-8(1) 2-0 1

2
002952

004550
 

いちごクラブ
いちごクラブ

大嶋 弘美

嵩西 園子
4-8  8-6 1-1 2

3
006620

009128
 

水曜会
TCラブ

小山 直子

苗代 千恵子
8-9(1) 6-8  0-2 3

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート

平成30年2月3日（土）漫湖市民テニスコート

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

湧川 志子

池谷 小百合


