
平成３０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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

011538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [1] 

1 010083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 名嘉眞 翼 [1] 

   萩原 由法 

2   Bye 1  名嘉眞 翼 [1] 

011800 東江電気工事 東江 隆弥  萩原 由法 

3 006292 東興電気 玉寄 貴也  w.o. 

000719 沖縄尚学高校 石嶺 海斗   

4 000697 沖縄尚学高校 石川 清太 Not Played 桑原 大陽 

002388 沖縄国際大学 島袋 敏樹  謝花 海希 

5 000696 九州産業大学 石川 清人 上原 佑介 8-6  

008784 那覇西高校 上原 佑介 小波津 翔  

6 007161 那覇高校 小波津 翔 8-2  桑原 大陽 

001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽  謝花 海希 

7 007994 沖縄尚学高校 謝花 海希 桑原 大陽 8-6  

010248 BLITZ 依光 洋平 [6] 謝花 海希  

8 009755 BLITZ 村田 正将 8-2  真栄田 珠 

000768 沖縄県庁 宮城 陵太 [3]  金城 政来 

9 011872 TTT 時任 大成 宮城 陵太 [3] 8-3  

   時任 大成  

10   Bye 3  宮城 陵太 [3] 

004867 shot 小嶺 幸己  時任 大成 

11 013223 shot 川崎 俊 島尻 哲至 8-5  

004450 フリー 島尻 哲至 川畑 将明  

12 004763 水曜の会 川畑 将明 8-3  真栄田 珠 

006753 チームわくがわ 奈良 美輝  金城 政来 

13 006125 漫友会ストレート 池間 利信 真栄田 珠 8-3  

008082 沖縄尚学高校 真栄田 珠 金城 政来  

14 000773 沖縄尚学高校 金城 政来 8-4  真栄田 珠 

000809 沖縄国際大学 儀保 拓夢  金城 政来 

15 002642 沖縄国際大学 島袋 響 藤木 敏也 [7] 8-2  

004503 空自那覇 藤木 敏也 [7] 青山 桂二  

16 008173 空自那覇 青山 桂二 8-6  友寄 慎之介 [4] 

000752 OTK 宇座 圭太 [5]  玉城 翔平 

17 001633 OTK 宮城 渡 仲村 卓 8-1  

007549 shot 仲村 卓 普天間 朝昂  

18 004868 shot 普天間 朝昂 w.o. 村上 典 

009216 弱点バックハンド 松田 拓也  知念 泰我 

19 000403 真名井家 真名井 響 村上 典 8-3  

005278 沖縄尚学高校 村上 典 知念 泰我  

20 000699 沖縄尚学高校 知念 泰我 w.o. 友寄 慎之介 [4] 

001572 首里森庭球倶楽部 名城 政奉  玉城 翔平 

21 005073 琉球大学 慶田盛 謙二郎 宮城 武人 8-6  

009491 首里高校 宮城 武人 神里 誓大  

22 002538 興南高校 神里 誓大 8-2  友寄 慎之介 [4] 

006309 漫友会 鉢嶺 清章  玉城 翔平 

23 005424 トミザラス 黒島 勇輝 友寄 慎之介 [4] 8-4  

000009 沖縄県総合運動公園 友寄 慎之介 [4] 玉城 翔平  

24 000270 琉球総合保険サポート 玉城 翔平 w.o. 友寄 慎之介 [4] 

000751 沖縄尚学高校 仲間 舜 [8]  玉城 翔平 

25 000702 沖縄尚学高校 奥村 龍太郎 仲間 舜 [8] w.o. 

006284 琉大整形外科 喜友名 翼 奥村 龍太郎  

26 002239 A.R.C. 喜納 祐市 8-1  仲間 舜 [8] 

009217 前原高校 仲間 大倖  奥村 龍太郎 

27 003524 興南高校 比嘉 翼 多和田 真斗 8-2  

000776 TC Future 多和田 真斗 新里 朝輝  

28 004917 S.T.K. 新里 朝輝 8-6  仲間 舜 [8] 

013991 琉球大学 与名城 徹聖  奥村 龍太郎 

29 001471 琉球大学 我那覇 亮 大村 駿斗 8-5  

000805 沖縄尚学高校 大村 駿斗 新垣 勇斗  

30 002506 沖縄尚学高校 新垣 勇斗 8-1  大村 駿斗 

    新垣 勇斗 

31   Bye 2 北見 雄治郎 [2] w.o. 

000160 YKCT 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

32 000746 YKCT 田村 知大  

平成30年11月3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 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  宮里 周作 

014720 Happiness OKTC TEAM Christopher Leung  比嘉 克之 

3 014031 Happiness OKTC TEAM Phuchung Luu 宮里 周作 w.o. 

002695 MTC 宮里 周作 比嘉 克之  

4 014279 MTC 比嘉 克之 w.o. 岡田 雅海 [8] 

007553 琉大おーびー 宮城 朋弥  平安名 智貴 

5 008551 琉大おーびー 比嘉 貴洋 宮城 朋弥 8-1  

   比嘉 貴洋  

6   Bye 24  岡田 雅海 [8] 

    平安名 智貴 

7   Bye 7 岡田 雅海 [8] w.o. 

014234 琉大医学部 岡田 雅海 [8] 平安名 智貴  

8 003604 琉大医学部 平安名 智貴  岡田 雅海 [8] 

004333 沖電TC 大宜見 朝博 [3]  平安名 智貴 

9 004045 TTT 宮城 孝也 大宜見 朝博 [3] 8-5  

   宮城 孝也  

10   Bye 3  奥平 響 

006315 MHM 垣花 久好  郁 雄真 

11 002815 MHM 野原 連太郎 奥平 響 w.o. 

011619 フリー 奥平 響 郁 雄真  

12 002594 フリー 郁 雄真 w.o. 上江洲 安史 

014183 特進ファイターズ 上江洲 安史  比嘉 允顕 

13 008509 特進ファイターズ 比嘉 允顕 上江洲 安史 8-2  

000657 琉大医学部 丑番 貴一 比嘉 允顕  

14 011958 琉大医学部 金城 友有 w.o. 上江洲 安史 

    比嘉 允顕 

15   Bye 5 田村 一郎 [7] 2-3 Ret. 

009233 SSS 田村 一郎 [7] 鈴川 紳一郎  

16 014030 SSS 鈴川 紳一郎  岡田 雅海 [8] 

004048 Teamあにや 山城 裕紀 [6]  平安名 智貴 

17 010135 玉城軍 照屋 貴博 山城 裕紀 [6] 9-7  

   照屋 貴博  

18   Bye 6  山城 裕紀 [6] 

011841 漫友会ストレート 屋比久 賢太  照屋 貴博 

19 004534 漫友会 津田 丈生 屋比久 賢太 w.o. 

   津田 丈生  

20   Bye 11  嘉数 賢汰 [4] 

014336 琉球大学 後原 広歩  宮國 貴大 

21 006835 琉球大学 與那 太一 新島 拓 8-2  

014186 フリー 新島 拓 越井 雅治  

22 014185 TRY 越井 雅治 8-3  嘉数 賢汰 [4] 

    宮國 貴大 

23   Bye 4 嘉数 賢汰 [4] 9-8(2)  

000671 チームK 嘉数 賢汰 [4] 宮國 貴大  

24 006233 チームK 宮國 貴大  古謝 浩一 [2] 

002401 琉大医学部 宮城 大一 [5]  砂邊 尚仁 

25 008674 琉大医学部 渡辺 桂太 宮城 大一 [5] 8-2  

   渡辺 桂太  

26   Bye 8  宮城 大一 [5] 

011490 TRY 三輪 貢勢  渡辺 桂太 

27 014568 ウェーデルンTC 田中 宏征 三輪 貢勢 9-8(6)  

003602 無所属 安慶名 智人 田中 宏征  

28 004877 グッピー 玉寄 十夢 w.o. 古謝 浩一 [2] 

014289 RXT 山入端 竜也  砂邊 尚仁 

29 009127 RXT 赤嶺 諒  8-2  

010870 那覇工業高校職員 幸地 悠作   

30 006297 TCμ 金城 志彦 Not Played 古謝 浩一 [2] 

    砂邊 尚仁 

31   Bye 2 古謝 浩一 [2] w.o. 

003591 KKT 古謝 浩一 [2] 砂邊 尚仁  

32 007754 KKT 砂邊 尚仁  

平成30年11月3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 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

011908 team3355 玻座真 博明 

1 010871 team3355 長元 司 玻座真 博明 

   長元 司 

2   Bye 1  玻座真 博明 

011851 首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  長元 司 

3 014170 沖縄森永乳業 東迎 暢人 小倉 匠登 8-1  

014724 琉大医学部 小倉 匠登 岡村 健太郎  

4 014723 琉大医学部 岡村 健太郎 w.o. 北川 正人 

011862 OBCOテニス部 多良間 英明  浦田 啓紀 

5 011910 OBCOテニス部 橋本 浩 多良間 英明 8-4  

008522 日渡ブートキャンプ 北原 邦彦 橋本 浩  

6 008046 TCμ 大井 明徳 w.o. 北川 正人 

014282 OATC 山脇 宏樹  浦田 啓紀 

7 014737 OATC 福里 卓也 北川 正人 8-2  

014730 佐世保テニスクラブ 北川 正人 浦田 啓紀  

8 009142 佐世保テニスクラブ 浦田 啓紀 8-0  北川 正人 

012500 0-40 名嘉 康  浦田 啓紀 

9 004258 0-40 名城 康昌 名嘉 康 8-4  

   名城 康昌  

10   Bye 3  内藤 雅実 

007751 TCμ 内藤 雅実  神里 要 

11 010268 TCμ 神里 要 内藤 雅実 w.o. 

006200 フリー 佐久田 直克 神里 要  

12 007552 フリー 儀保 健蔵 9-7  内藤 雅実 

010146 チャンス 原 篤史  神里 要 

13 006231 だぶるちきん 長濱 真太 原 篤史 8-4  

012000 HTJ 城間 郁男 長濱 真太  

14 013158 HTJ 神里 明 8-3  原 篤史 

011916 西原テニス・アンクルズ 久野 敏  長濱 真太 

15 014719 アンクル 古賀 誠一 島袋 まさや 8-2  

011974 HEMTEC 島袋 まさや 百瀬 康太  

16 014554 HEMTEC 百瀬 康太 9-7  北川 正人 

012824 フリー 新垣 大善  浦田 啓紀 

17 014735 フリー 茅野 太紀 新垣 大善 w.o. 

010299 ガチンコ 安仁屋 政芸 茅野 太紀  

18 006224 ガチンコ 知念 政和 8-1  新垣 大善 

014252 TCμ 星野 輝之  茅野 太紀 

19 014167 TCμ 梅木 寿治 星野 輝之 w.o. 

   梅木 寿治  

20   Bye 11  宮城 喜一 

004251 六期会 奥濱 真一  正一 亨 

21 004570 六期会 石井 周 奥濱 真一 8-4  

014033 首里森庭球倶楽部 中村 稔 石井 周  

22 014181 首里森庭球倶楽部 國吉 豊 8-3  宮城 喜一 

004093 チャレンジ 宮城 喜一  正一 亨 

23 008181 チャレンジ 正一 亨 宮城 喜一 9-7  

011995 HTJ 吉岡 将広 正一 亨  

24 013157 HTJ 廣澤 英治 8-1  川満 佑一 

004461 ワープ 嵩原 正人  足立 晃一 

25 004549 大同火災 平良 悟 平地 一平 8-2  

012504 ウェーデルンTC 平地 一平 照屋 和幸  

26 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸 9-8(3)  川満 佑一 

013814 0-40 平田 淳  足立 晃一 

27 006793 0-40 比嘉 祐二 川満 佑一 8-6  

010236 フリー 川満 佑一 足立 晃一  

28 009770 MTC 足立 晃一 9-8(4)  川満 佑一 

010267 ウェーデルンTC 上間 正彦  足立 晃一 

29 004751 チームGG 中村 健志 上間 正彦 8-3  

005767 クラウディー 大湾 朝明 中村 健志  

30 014563 クラウディー 川平 嘉昭 8-3  友利 正吉 

    石原 克昭 

31   Bye 2 友利 正吉 8-4  

004886 TMTC 友利 正吉 石原 克昭  

32 004457 TMTC 石原 克昭  

平成30年10月28日(日）漫湖市民公園庭球場
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

005451 チームK 儀間 仁 [1] 

1 004238 漫友会 前仲 清浩 儀間 仁 [1] 

   前仲 清浩 

2   Bye 1  外間 正樹 

004895 次男連合 外間 正樹  渡久山 盛之 

3 014732 次男連合 渡久山 盛之 外間 正樹 8-6  

004811 豊見城中央病院 喜瀬 一輝 渡久山 盛之  

4 010074 日渡ブートキャンプ 大城 徹也 8-6  新城 隆 [3] 

004525 Team Joo 新城 隆 [3]  照屋 兼司 

5 004603 TRY83 照屋 兼司 新城 隆 [3] 8-3  

   照屋 兼司  

6   Bye 3  新城 隆 [3] 

004932 Dai整骨院 金城 太吾  照屋 兼司 

7 005437 MGD 高江洲 真也 平良 比呂志 8-2  

013227 梅ちゃんず 平良 比呂志 松山 武彦  

8 006800 ムカトンズ 松山 武彦 8-6  新城 隆 [3] 

    照屋 兼司 

9   Bye 6 藤森 慶太郎 8-3  

012890 Team Joo 藤森 慶太郎 高田 明彦  

10 004473 新都心倶楽部 高田 明彦  藤森 慶太郎 

    高田 明彦 

11   Bye 4 松田 靖 [4] 8-4  

004531 チャレンジ 松田 靖 [4] 親富祖 修市  

12 000019 チャレンジ 親富祖 修市  伊吉 明 

002468 チームK 伊吉 明  武加竹 智一 

13 006159 チームK 武加竹 智一 伊吉 明 8-6  

005439 さんふらわー 島袋 直樹 武加竹 智一  

14 004076 さんふらわー 川平 哲郎 8-1  伊吉 明 

    武加竹 智一 

15   Bye 2 仲眞 亮 [2] 8-6  

005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 [2] 真境名 啓  

16 004524 Team Joo 真境名 啓  

   

  

平成30年10月28日(日）漫湖市民公園庭球場
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1
002231

014734

A's  Factory

嘉手納TC

杉本 博

花城 康司
 8-5 3-8 1-1 2

2
008143

013590

TCμ

TCμ

伊藤 康浩

秦 一
5-8  6-8 0-2 3

3
003142

004530

TB

T.B.

佐伯 進

津波古 直也
8-3 8-6  2-0 1

平成30年10月28日(日）漫湖市民公園庭球場
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002095 ワープ 嘉手納 良博 [1] 

1 000767 フリー 新垣 富士男 嘉手納 良博 [1] 

   新垣 富士男 

2   Bye 1  嘉手納 良博 [1] 

003581 Hobo ITC 及川 卓郎  新垣 富士男 

3 004486 結TC 那須 一 及川 卓郎 8-4  

005495 FTC 中島 克己 那須 一  

4 004789 あっちゃんず軍団 金城 宏也 8-5  嘉手納 良博 [1] 

005413 ワープ 上原 弘道 [4]  新垣 富士男 

5 004051 ワープ 安次嶺 昌記 上原 弘道 [4] 8-1  

   安次嶺 昌記  

6   Bye 3  嘉数 好規 

004521 チームK 嘉数 好規  大村 浩三 

7 006075 朝練クラブ 大村 浩三 嘉数 好規 9-7  

   大村 浩三  

8   Bye 5  島袋 章浩 [2] 

006072 木漫TC 具志堅 恵治  比嘉 健 

9 014557 サンデーズ 根間 博昭 湧田 森明 8-2  

005457 TCμ 湧田 森明 玉城 義久  

10 004306 ラッキーTC 玉城 義久 w.o. 平良 博紀 [3] 

    比嘉 義行 

11   Bye 4 平良 博紀 [3] 8-1  

004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 [3] 比嘉 義行  

12 005420 宮城TC 比嘉 義行  島袋 章浩 [2] 

005745 MSG 仲眞 豪  比嘉 健 

13 006615 MSG 照屋 章 仲眞 豪 9-7  

004398 ウエンズ 下地 隆 照屋 章  

14 004399 ウエンズ 中村 保 8-5  島袋 章浩 [2] 

    比嘉 健 

15   Bye 2 島袋 章浩 [2] 8-1  

013964 Tennis Island 島袋 章浩 [2] 比嘉 健  

16 005748 護佐丸 比嘉 健  

   

  

平成30年10月28日(日）漫湖市民公園庭球場



平成３０年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子オープン　複
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選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

000007 沖縄国際大学 新垣 貴実子 [1] 

1 000799 Rαsk 比嘉 美幸 新垣 貴実子 [1] 

   比嘉 美幸 

2   Bye 1  新垣 貴実子 [1] 

000027 フリー 牛迫 玲菜  比嘉 美幸 

3 002437 トラスティック 許田 あかり 牛迫 玲菜 8-3  

014728 Happiness OKTC TEAM Maria I Johnson 許田 あかり  

4 014014 Happiness OKTC TEAM Michiko Anderson 8-5  新垣 貴実子 [1] 

    比嘉 美幸 

5   Bye 3 伊波 実花子 9-7  

000662 琉球大学 伊波 実花子 知名 真歩  

6 000831 沖縄国際大学 知名 真歩  植村 美海 [2] 

    渡久地 葵葉 

7   Bye 2 植村 美海 [2] 8-6  

002752 コザ高校 植村 美海 [2] 渡久地 葵葉  

8 009350 コザ高校 渡久地 葵葉  
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平成３０年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

010710 Venus 喜多 倫子 [1] 

1 004696 Venus 池原 純恵 喜多 倫子 [1] 

   池原 純恵 

2   Bye 1  喜多 倫子 [1] 

004674 スーン 島本 和代  池原 純恵 

3 004662 M&M 相羽 美紗子 宮城 弘子 8-2  

004752 プロバンス 宮城 弘子 長嶺 朋子  

4 003555 TTT 長嶺 朋子 8-3  喜多 倫子 [1] 

    池原 純恵 

5   Bye 9 後浜 克美 8-2  

004471 Diva 後浜 克美 徳永 増美  

6 004694 ちむちむ 徳永 増美  後浜 克美 

    徳永 増美 

7   Bye 7 城間 瑞萌 [6] 9-8(3)  

010174 RMTC 城間 瑞萌 [6] 大濱 千夏  

8 009229 RMTC 大濱 千夏  喜多 倫子 [1] 

006781 Freedom 田中 一美 [4]  池原 純恵 

9 004533 スカーレット 石川 智子 田中 一美 [4] 8-4  

   石川 智子  

10   Bye 3  杉田 真也 

011534 TCμ 杉田 真也  田中 由美子 

11 011578 TRY 田中 由美子 杉田 真也 8-5  

   田中 由美子  

12   Bye 13  小嶺 裕子 [5] 

    山崎 二史子 

13   Bye 12 城間 春奈 8-5  

010122 首里森庭球倶楽部 城間 春奈 金城 麻美  

14 013179 あっちゃんず軍団 金城 麻美  小嶺 裕子 [5] 

    山崎 二史子 

15   Bye 5 小嶺 裕子 [5] 8-6  

004883 YKCT 小嶺 裕子 [5] 山崎 二史子  

16 008665 空自那覇 山崎 二史子  島田 絵里花 [8] 

001413 JAおきなわ 島田 絵里花 [8]  我那覇 みなみ 

17 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ 島田 絵里花 [8] 8-5  

   我那覇 みなみ  

18   Bye 6  島田 絵里花 [8] 

008281 RMTC 仲嶺 澪  我那覇 みなみ 

19 013315 RMTC 瀬戸 春菜 仲嶺 澪 8-1  

   瀬戸 春菜  

20   Bye 11  島田 絵里花 [8] 

    我那覇 みなみ 

21   Bye 14 垣花 修子 8-3  

006163 TRY 垣花 修子 宮城 百合子  

22 006142 チーム3292 宮城 百合子  仲間 美也子 [3] 

    砂川 愛香 

23   Bye 4 仲間 美也子 [3] 9-7  

009753 OPC 仲間 美也子 [3] 砂川 愛香  

24 009739 OPC 砂川 愛香  島田 絵里花 [8] 

010116 スーン 當山 田岐子 [7]  我那覇 みなみ 

25 006764 チームK 金城 美佐江 當山 田岐子 [7] 8-0  

   金城 美佐江  

26   Bye 8  桃原 春美 

004698 ちむちむ 桃原 春美  比嘉 美香 

27 008500 スカーレット 比嘉 美香 桃原 春美 8-5  

   比嘉 美香  

28   Bye 10  平良 英里子 [2] 

    鈴木 野々香 

29   Bye 15 又吉 由美 8-3  

005703 マイペース 又吉 由美 新里 千恵美  

30 004921 コスモ 新里 千恵美  平良 英里子 [2] 

    鈴木 野々香 

31   Bye 2 平良 英里子 [2] 8-1  

001958 RMTC 平良 英里子 [2] 鈴木 野々香  

32 010172 RMTC 鈴木 野々香  

平成30年10月27日(土）漫湖市民公園庭球場
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女子初級　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 

004740 チームわくがわ 我謝 より子 

1 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音 我謝 より子 

   長嶺 厚音 

2   Bye 1  比嘉 美佳 

013321 フリー 比嘉 美佳  石川 希 

3 013320 フリー 石川 希 比嘉 美佳 8-6  

010114 首里森庭球倶楽部 原 美登利 石川 希  

4 014191 首里森庭球倶楽部 照屋 奈美 8-4  比嘉 美佳 

    石川 希 

5   Bye 9 仲俣 愛裕実 9-7  

005407 マイペース 仲俣 愛裕実 平良 香菜子  

6 014727 マイペース 平良 香菜子  仲俣 愛裕実 

    平良 香菜子 

7   Bye 7 仲嶺 ともみ 8-1  

013831 TCμ 比嘉 さとみ 宮本 真奈美  

8 014722 首里森庭球倶楽部 金城 めぐみ  松本 奈々 

011498 BTC 仲嶺 ともみ  白石 美登里 

9 013919 BTC 宮本 真奈美 上原 しのぶ 8-5  

010143 チャンス 上原 しのぶ 眞鶴 奈津美  

10 010121 Teamぴぃやん 眞鶴 奈津美 8-6  上原 しのぶ 

005739 TCμ 佐久川 京子  眞鶴 奈津美 

11 010254 TCμ 宮城 由紀 佐久川 京子 9-8(1)  

   宮城 由紀  

12   Bye 13  松本 奈々 

    白石 美登里 

13   Bye 12 仲宗根 一美 8-3  

012882 伊集TC 仲宗根 一美 前川 末美  

14 011617 伊集TC 前川 末美  松本 奈々 

013990 TCμ 佐々木 辰美  白石 美登里 

15 013998 フリー 小禄 千恵子 松本 奈々 9-7  

012481 RMTC 松本 奈々 白石 美登里  

16 011971 RMTC 白石 美登里 8-4  松本 奈々 

010127 TCμ 宇良 かやの  白石 美登里 

17 010464 ポラリス 高嶺 清美 大城 文乃 w.o. 

011526 首里森庭球倶楽部 大城 文乃 山里 菜子  

18 014740 首里森庭球倶楽部 山里 菜子 8-2  大城 文乃 

011497 StarPlayer 宮脇 都  山里 菜子 

19 012893 STC 高橋 裕子 宮脇 都 8-1  

   高橋 裕子  

20   Bye 11  金井 千栄美 

004820 M&M 新井 左織  高江洲 麻称 

21 008474 レジェンド 村口 恵 金井 千栄美 9-8(3)  

012909 OBCOテニス部 金井 千栄美 高江洲 麻称  

22 000562 OBCOテニス部 高江洲 麻称 8-5  金井 千栄美 

    高江洲 麻称 

23   Bye 4 喜瀬 優子 8-4  

010059 TCμ 喜瀬 優子 玻座真 比路美  

24 011909 TCμ 玻座真 比路美  金井 千栄美 

012888 TCμ 湧田 邦子  高江洲 麻称 

25 012904 HTJ 神里 八重子 湧田 邦子 8-5  

   神里 八重子  

26   Bye 8  仲宗根 悦子 

010858 チームわくがわ 及川 敏子  島 美玲 

27 014736 チームわくがわ 野口 五月 仲宗根 悦子 8-6  

010463 ポラリス 仲宗根 悦子 島 美玲  

28 010465 YKCT 島 美玲 8-5  石原 陽子 

011531 AT club 呉屋 那々子  肥後 真由美 

29 011539 AT club 新垣 愛 川満 めぐみ 8-5  

013187 ミュウミュウ 川満 めぐみ 須田 真美子  

30 013637 ミュウミュウ 須田 真美子 8-3  石原 陽子 

    肥後 真由美 

31   Bye 2 石原 陽子 8-5  

014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 肥後 真由美  

32 008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美  
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003553 A's  Factory 井藤 京子 [1] 

1 004444 Vamos 長田 香代子 井藤 京子 [1] 

   長田 香代子 

2   Bye 1  上江洌 美智子 

004547 TCμ 上江洌 美智子  崎原 涼子 

3 004067 アルファTC 崎原 涼子 上江洌 美智子 w.o. 

004520 チームＫ 嘉数 三代 崎原 涼子  

4 004544 T.T.T 平川 直美 8-1  上江洌 美智子 

009213 サムディ会 小林 あゆみ [4]  崎原 涼子 

5 012025 サムディ会 高橋 日向子 小林 あゆみ [4] 8-5  

   高橋 日向子  

6   Bye 3  嘉陽 則子 

    石原 トモ子 

7   Bye 12 嘉陽 則子 8-5  

005492 ちむちむ 嘉陽 則子 石原 トモ子  

8 004600 チームジェニファー 石原 トモ子  儀間 真紀 [3] 

    金城 美佳 

9   Bye 6 仲間 美佐代 8-3  

006787 スカーレット 仲間 美佐代 矢野 淳子  

10 011889 スカーレット 矢野 淳子  儀間 真紀 [3] 

    金城 美佳 

11   Bye 4 儀間 真紀 [3] 8-2  

004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [3] 金城 美佳  

12 009154 Vamos 金城 美佳  儀間 真紀 [3] 

    金城 美佳 

13   Bye 7 仲松 美由紀 9-8(6)  

005766 森川クラブ 仲松 美由紀 宮城 聖子  

14 004851 チームジェニファー 宮城 聖子  中山 明美 [2] 

    小林 弥生 

15   Bye 2 中山 明美 [2] 8-1  

004850 ロイヤル 中山 明美 [2] 小林 弥生  

16 008028 Freedom 小林 弥生  
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004964 いちごクラブ 宮城 エツ子 [1] 

1 004724 ふぁにーず 高良 紀子 宮城 エツ子 [1] 

   高良 紀子 

2   Bye 1  宮城 エツ子 [1] 

004487 チーム3292 伊波 美穂  高良 紀子 

3 004110 TRY 宮城 聡子 与那覇 まゆみ 8-4  

013935 ライナーズ 与那覇 まゆみ 漢那 美由紀  

4 003560 ふぁにーず 漢那 美由紀 8-1  仲本 典子 

004822 プロバンス 仲本 典子  松本 三千代 

5 004909 いちごクラブ 松本 三千代 仲本 典子 8-6  

005382 TRY 下地 小百合 松本 三千代  

6 004902 チーム3292 金城 久代 8-0  仲本 典子 

014721 チームGOLD 加勢 みさ代  松本 三千代 

7 007560 いちごクラブ 宮里 由美子 加勢 みさ代 8-5  

004725 TRY 仲西 早苗 [2] 宮里 由美子  

8 009661 TRY 玉城 りん子 8-2  
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選手登録番号 所属団体 1 2 3 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
 8-3 3-8 1-1 2

2

002952

004550

いちごクラブ

いちごクラブ

大嶋 弘美

嵩西 園子
3-8  4-8 0-2 3

3

004904

004837

チームGOLD

チームGOLD

宮脇 みどり

末吉 政子
8-3 8-4  2-0 1
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