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選手登録番

号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

768  沖縄県庁 宮城 陵太 [1]

1 000270  琉球総合保険サポート 玉城 翔平 宮城 陵太 [1]

    玉城 翔平

2    Bye 1  宮城 陵太 [1]

001063  フリー 島袋 望  玉城 翔平

3 001621  フリー 渡名喜 庸太 喜久里 敏 8-0

005712  首里森庭球倶楽部 喜久里 敏 柚木崎 裕介  

4 005710  W.S 柚木崎 裕介 8-1 宮城 陵太 [1]

     玉城 翔平

5    Bye 9 嘉数 賢汰 8-0

000671  Rαsk 嘉数 賢汰 新垣 晴矢  

6 001732  Rαsk 新垣 晴矢  多和田 真斗 [5]

     新里 朝輝

7    Bye 7 多和田 真斗 [5] 8-4

000776  TC Future 多和田 真斗 [5] 新里 朝輝  

8 004917  S.T.K. 新里 朝輝  宮城 陵太 [1]

004503  空自那覇 藤木 敏也 [4]  玉城 翔平

9 008173  空自那覇 青山 桂二 藤木 敏也 [4] w.o.

    青山 桂二  

10    Bye 3  川畑 将明

004763  沖縄海邦銀行 川畑 将明  浦崎 陽平

11 005440  沖縄電力 浦崎 陽平 川畑 将明 8-4

002388  沖縄国際大学 島袋 敏樹 浦崎 陽平  

12 000696  九州産業大学 石川 清人 8-4 喜納 祐市

000658  豊見城市役所 大城 良太  池間 利信

13 013694  空自那覇 迫田 翔太 喜納 祐市 9-8(2)

002239  フリー 喜納 祐市 池間 利信  

14 006125  フリー 池間 利信 8-1 喜納 祐市

     池間 利信

15    Bye 5 依光 洋平 [6] 8-3

010248  BLITZ 依光 洋平 [6] 村田 正将  

16 009755  BLITZ 村田 正将  宮城 陵太 [1]

001633  フリー 宮城 渡 [8]  玉城 翔平

17 000400  CSC 松田 崇 宮城 渡 [8] 8-3

    松田 崇  

18    Bye 6  宮城 渡 [8]

001471  琉球大学 我那覇 亮  松田 崇

19 011969  琉球大学 玉城 宏樹 我那覇 亮 8-4

    玉城 宏樹  

20    Bye 11  大山 凌弥

005073  首里森庭球倶楽部 慶田盛 謙二郎  島袋 響

21 000714  琉球大学 松尾 太郎 大山 凌弥 8-4

000899  チャレンジ 大山 凌弥 島袋 響  

22 002642  STEP 島袋 響 8-0 大山 凌弥

     島袋 響

23    Bye 4 奈良 美輝 [3] 8-6

006753  チームわくがわ 奈良 美輝 [3] 萩原 由法  

24 010083  ㈱YUKUリゾート 萩原 由法  大山 凌弥

000047  ふりー 喜名 景太 [7]  島袋 響

25 006292  東興電設 玉寄 貴也 喜名 景太 [7] 8-2

    玉寄 貴也  

26    Bye 8  仲里 徳晃

009233  SSS 田村 一郎  名城 政奉

27 014030  SSS 鈴川 紳一郎 仲里 徳晃 8-6

008637  名護グリーンクラブ 仲里 徳晃 名城 政奉  

28 001572  首里森庭球倶楽部 名城 政奉 8-1 仲里 徳晃

004867  shot 小嶺 幸己  名城 政奉

29 013223  shot 川崎 俊 喜久里 紘 8-5

006170  W.S 喜久里 紘 島袋 広人  

30 014042  沖縄電力 島袋 広人 8-1 喜久里 紘

     島袋 広人

31    Bye 2 北見 雄治郎 [2] 8-3

000160  YKCT 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

32 000746  YKCT 田村 知大  
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003591  KKT 古謝 浩一 [1]

1 007754  KKT 砂邊 尚仁 古謝 浩一 [1]

    砂邊 尚仁

2    Bye 1  古謝 浩一 [1]

009052  沖縄国際大学 藤枝 透也  砂邊 尚仁

3 009048  北谷高校 長濱 優太 幸地 悠作 8-3

010870  小禄高校職員 幸地 悠作 金城 志彦  

4 006297  TCμ 金城 志彦 w.o. 大城 徹也

014828  琉球大学 与那原 冬帆  西元 雄一郎

5 014827  琉球大学 大城 大海 大城 徹也 8-6

010074  首里森庭球倶楽部 大城 徹也 西元 雄一郎  

6 004796  首里森庭球倶楽部 西元 雄一郎 8-0 大城 徹也

010199  沖縄県職員 伊差川 隼人  西元 雄一郎

7 014817  ふくやま整形外科 川畑 裕 三輪 貢勢 [8] 9-7

011490  TRY 三輪 貢勢 [8] 田中 宏征  

8 014568  ウェーデルンTC 田中 宏征 8-2 大城 徹也

003604  琉大医学部 平安名 智貴 [3]  西元 雄一郎

9 008674  琉大医学部 渡辺 桂太 平安名 智貴 [3] 9-8(5)

    渡辺 桂太  

10    Bye 3  仲村 卓

003602  無所属 安慶名 智人  池宮城 圭汰

11 004877  StarPlayer 玉寄 十夢 仲村 卓 w.o.

007549  shot 仲村 卓 池宮城 圭汰  

12 004809  御菓子御殿 池宮城 圭汰 8-3 仲村 卓

005507  外間帝国 山野 宏  池宮城 圭汰

13 005484  外間帝国 比嘉 厚 山野 宏 8-5

014826  空自那覇 一宮 慶徳 比嘉 厚  

14 012937  空自那覇 松川 隼人 8-3 上江洲 安史 [7]

000657  琉大医学部 丑番 貴一  比嘉 允顕

15 011958  琉大医学部 金城 友有 上江洲 安史 [7] 8-1

014183  特進ファイターズ 上江洲 安史 [7] 比嘉 允顕  

16 008509  特進ファイターズ 比嘉 允顕 8-4 大城 徹也

014234  琉大医学部 岡田 雅海 [5]  西元 雄一郎

17 001046  琉大医学部 與那覇 智貴 比嘉 玲央 w.o.

007647  YKCT 比嘉 玲央 與那覇 隼  

18 007653  YKCT 與那覇 隼 8-6 奥間 政人

008054  フリー 奥間 政人  高江洲 真也

19 005437  MGD 高江洲 真也 奥間 政人 8-6

011841  漫友会ストレート 屋比久 賢太 高江洲 真也  

20 004534  漫友会 津田 丈生 8-3 奥間 政人

010202  琉大医学部 佐久本 政彬  高江洲 真也

21 010205  琉大医学部 新崎 隼一 仲村 祐史 8-5

008019  フリー 仲村 祐史 宮城 豊  

22 009253  MGD 宮城 豊 8-0 前原 史弥 [4]

     高良 侑杜

23    Bye 4 前原 史弥 [4] 8-2

008706  kmy 前原 史弥 [4] 高良 侑杜  

24 008747  kmy 高良 侑杜  奥間 政人

008423  ウッディーズ 柳 孝道 [6]  高江洲 真也

25 004743  ウッディーズ 神谷 保 柳 孝道 [6] 8-8 Ret.

006315  MHM 垣花 久好 神谷 保  

26 002815  フリー 野原 連太郎 8-3 柳 孝道 [6]

014825  TCI 伊佐 敏紀  神谷 保

27 013976  TCI 伊川 正啓 伊佐 敏紀 9-7

007123  琉球大学 屋宜 拓人 伊川 正啓  

28 002141  沖縄国際大学 赤嶺 響太 8-3 柳 孝道 [6]

010708  kmy 亀川 慎  神谷 保

29 003675  kmy 仲地 洋邦 外間 正樹 9-7

004895  外間帝国 外間 正樹 矢田 悠真  

30 005778  外間帝国 矢田 悠真 8-1 山城 翔夢 [2]

     玉城 泰幸

31    Bye 2 山城 翔夢 [2] 8-4

007554  shot 山城 翔夢 [2] 玉城 泰幸  

32 010063  shot 玉城 泰幸  
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014821  なし 日吉 修

1 014820  TCμ 砂川 力 日吉 修

    砂川 力 平地 一平 宮国 清

2    Bye 1  日吉 修 照屋 和幸 宮城 博行

003573  ぷらす 引野 龍一  砂川 力 宮国 清 8-3

3 006776  葬典社 比嘉 高茂 引野 龍一 w.o. 宮城 博行

    比嘉 高茂  

4    Bye 32  宮里 省吾

011511  ベアーズ 田中 毅  日渡 健二

5 010056  ベアーズ 竹本 幸正 田中 毅 8-4

014720  Happiness OKTC TEAM Christopher Leung 竹本 幸正  

6 014018  Happiness OKTC TEAM Wadis Maldonado w.o. 宮里 省吾

     日渡 健二

7    Bye 15 宮里 省吾 8-1

014822  首里森庭球倶楽部 宮里 省吾 日渡 健二  

8 008523  日渡ブートキャンプ 日渡 健二  島袋 まさや

010299  ガチンコ 安仁屋 政芸  百瀬 康太

9 006224  ガチンコ 知念 政和 安仁屋 政芸 8-4

    知念 政和  

10    Bye 9  島袋 まさや

011974  HEMTEC 島袋 まさや  百瀬 康太

11 014554  HEMTEC 百瀬 康太 島袋 まさや 8-1

    百瀬 康太  

12    Bye 24  島袋 まさや

     百瀬 康太

13    Bye 25 前森 要 8-5

011866  OBCOテニス部 前森 要 多良間 英明  

14 011862  OBCOテニス部 多良間 英明  湖城 竹三郎

008046  TCμ 大井 明徳  知念 績也

15 008626  TCμ 銘苅 克徳 湖城 竹三郎 8-0

008427  首里森庭球倶楽部 湖城 竹三郎 知念 績也  

16 014032  首里森庭球倶楽部 知念 績也 8-0 平地 一平

004461  ワープ 嵩原 正人  照屋 和幸

17 004549  大同火災 平良 悟 上間 正彦 8-6

010267  ウェーデルンTC 上間 正彦 橋本 亘  

18 010869  ウェーデルンTC 橋本 亘 9-8(3) 富山 輝夫

011851  首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  知念 辰祥

19 009710  首里森庭球倶楽部 知念 辰祥 富山 輝夫 8-4

    知念 辰祥  

20    Bye 29  富山 輝夫

003567  チャレンジ 国吉 広典  知念 辰祥

21 008181  チャレンジ 正一 亨 国吉 広典 8-3

011863  OBCOテニス部 上原 一仁 正一 亨  

22 013177  OBCOテニス部 照屋 信斗 8-5 村岡 健志

     松尾 望

23    Bye 13 村岡 健志 8-3

014713  ダイワテニスクラブ 村岡 健志 松尾 望  

24 004624  一球会 松尾 望  平地 一平

008044  TCμ 島袋 直  照屋 和幸

25 005358  TCμ 浜本 昭 島袋 直 8-3

    浜本 昭  

26    Bye 11  平地 一平

012504  ウェーデルンTC 平地 一平  照屋 和幸

27 006751  ウェーデルンTC 照屋 和幸 平地 一平 8-5

    照屋 和幸  

28    Bye 21  平地 一平

012000  HTJ 城間 郁男  照屋 和幸

29 013157  HTJ 廣澤 英治 上原 紀幸 8-3

009752  ガチンコ 上原 紀幸 稲福 学  

30 002995  ガチンコ 稲福 学 8-2 上原 紀幸

     稲福 学

31    Bye 5 前野 信哉 8-3

014815  TCμ 前野 信哉 服部 毅  

32 013828  個人 服部 毅  

決勝戦
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014830  YTC 岩島 健祐  

33 014831  YTC 志垣 智則 岩島 健祐

    志垣 智則  

34    Bye 6  大城 勝彦

013820  ラッキーTC 大城 勝彦  玉城 義久

35 004306  ラッキーTC 玉城 義久 大城 勝彦 8-1

    玉城 義久  

36    Bye 27  伊波 幸広

012872  ヘムテック 新里 健  北原 邦彦

37 006134  HEMTEC 都倉 稔 新里 健 9-8(4)

012469  Ashiris TC 久留島 理夫 都倉 稔  

38 008156  Ashiris TC 砂川 雅哉 8-2 伊波 幸広

     北原 邦彦

39    Bye 12 伊波 幸広 8-2

009713  日渡ブートキャンプ 伊波 幸広 北原 邦彦  

40 008522  日渡ブートキャンプ 北原 邦彦  伊波 幸広

007751  TCμ 内藤 雅実  北原 邦彦

41 010268  TCμ 神里 要 内藤 雅実 8-4

    神里 要  

42    Bye 14  照屋 朝明

004086  県総ナイターTC 照屋 朝明  真栄城 竹寿

43 014833  県総ナイターTC 真栄城 竹寿 照屋 朝明 8-3

    真栄城 竹寿  

44    Bye 19  照屋 朝明

     真栄城 竹寿

45    Bye 30 渡口 良人 8-4

014818  はにんす 渡口 良人 知念 博文  

46 014819  はにんす 知念 博文  武田 智

013288  TCμ 宮里 清  許田 重明

47 014813  フリー 金城 孝 武田 智 8-6

004334  ＴＦ 武田 智 許田 重明  

48 006080  ＴＦ 許田 重明 8-1 宮国 清

013314  ゆいまーるTC 宮城 達史  宮城 博行

49 014220  1 棚原 盛隆 宮城 達史 8-6

    棚原 盛隆  

50    Bye 8  宮城 達史

011842  OPC 木村 貴宏  棚原 盛隆

51 009672  OPC 玉城 哲 木村 貴宏 8-4

    玉城 哲  

52    Bye 26  宮城 達史

004251  六期会 奥濱 真一  棚原 盛隆

53 004570  ＴＦ 石井 周 奥濱 真一 8-2

004296  ラッキーTC 奥田 秀和 石井 周  

54 004305  ラッキーTC 金城 幸彦 8-4 奥濱 真一

     石井 周

55    Bye 10 山脇 宏樹 8-3

014282  OATC 山脇 宏樹 福里 卓也  

56 014737  OATC 福里 卓也  宮国 清

014033  首里森庭球倶楽部 中村 稔  宮城 博行

57 014181  首里森庭球倶楽部 國吉 豊 久場 里貴 8-6

004672  あっちゃんず軍団 久場 里貴 城間 睦之  

58 005733  あっちゃんず軍団 城間 睦之 8-2 山城 順也

010861  MGD 山城 順也  齋藤 達也

59 010862  MGD 齋藤 達也 山城 順也 8-5

    齋藤 達也  

60    Bye 18  宮国 清

     宮城 博行

61    Bye 31 儀保 健蔵 8-3

007552  首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 大嶺 政信  

62 004112  フリー 大嶺 政信  宮国 清

     宮城 博行

63    Bye 2 宮国 清 8-5

004419  ラッキーTC 宮国 清 宮城 博行  

64 004719  結TC 宮城 博行  
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002095  334 ワープ 嘉手納 良博 [1]

1 004421  242

チームわくが

わ 湧川 重智 嘉手納 良博 [1]

     湧川 重智

2     Bye 1  島袋 幹夫

004537  7 CLUBでんぷく 島袋 幹夫  石川 一彦

3 004840  7 山内中教員 石川 一彦 島袋 幹夫 8-6

013227  80 梅ちゃんず 平良 比呂志 石川 一彦  

4 006800  80 ムカトンズ 松山 武彦 8-6 Soomo Lee

014824  3 Torii Soomo Lee  棚原 栄

5 004279  200 Team Joo 棚原 栄 Soomo Lee 8-6

005439  30 さんふらわー 島袋 直樹 棚原 栄  

6 004076  30 さんふらわー 川平 哲郎 8-1 Soomo Lee

006284  30 琉大整形外科 喜友名 翼  棚原 栄

7 014834  6 KI'S 高江洲 義亮 儀間 仁 [2] 8-5

005451  250 チームK 儀間 仁 [2] 前仲 清浩  

8 004238  280 漫友会 前仲 清浩 8-4
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003617  430 A'sFactory 井藤 善夫 [1]

1 002231  550 A'sFactory 杉本 博 井藤 善夫 [1]

     杉本 博

2     Bye 1  大城 仁

006794  6

てだこテニスク

ラブ 大城 仁  比嘉 安俊

3 001102  150 TC.μ AUA 比嘉 安俊 大城 仁 8-6

004848  205 CREW 久志 安浩 比嘉 安俊  

4 005716  215 サンテニス 嶺井 靖之 8-4 大城 仁

004448  205 HEMTEC 伊佐 真也  比嘉 安俊

5 013964  432 ワープ 島袋 章浩 伊佐 真也 8-2

011542  100 STS Stoyan (ベン) Popov 島袋 章浩  

6 004898  100 北谷SC ヤボル シシコフ 8-1 伊佐 真也

      島袋 章浩

7     Bye 2 佐伯 進 [2] 8-4

003142  320 T.B. 佐伯 進 [2] 津波古 直也  

8 004530  350 T.B. 津波古 直也  

     

    



第47回沖縄新春テニストーナメント

男子５５才
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選手登録番号

S

t. Rank 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

004884  375 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 [1]

1 005420  375 宮城TC 比嘉 義行 平良 博紀 [1]

     比嘉 義行

2     Bye 1  宮城 和成

008066  140 ぷらす 宮城 和成  譜久村 裕司

3 008074  140 ぷらす 譜久村 裕司 宮城 和成 8-6

004486  290 結TC 那須 一 譜久村 裕司  

4 004432  4 ウェーデルンTC 長谷川 徹 8-3 上原 弘道

005495  10 毎日TC 中島 克己  安次嶺 昌記

5 004789  10

あっちゃんず軍

団 金城 宏也 上原 弘道 8-4

005413  250 ワープ 上原 弘道 安次嶺 昌記  

6 004051  260 ワープ 安次嶺 昌記 8-3 上原 弘道

      安次嶺 昌記

7     Bye 2 嘉数 好規 [2] 8-3

004521  275 チームK 嘉数 好規 [2] 大村 浩三  

8 006075  275 朝練クラブ 大村 浩三  

     

    



第47回沖縄新春テニストーナメント
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選手登録番号 Rank 所属団体 Semifinals Final 勝者

000007 590 沖縄国際大学 新垣 貴実子 [1] 

1 000695 280 沖縄国際大学 新本 樹奈 新垣 貴実子 [1] 

004505 4 りゅうせき商事 喜納 玲奈 新本 樹奈

2 014835 4 フリー 川畑 千亜希
w.o.

新垣 貴実子 [1] 

000523 3 トラスティック 久貝 美瑠希  新本 樹奈

3 002437 100 トラスティック 許田 あかり 久貝 美瑠希
8-3

000548 120 Rαsk 下里 梨紗 [2] 許田 あかり  

4 003338 100 Rαsk 平良 栞奈
8-4

    

   



第47回沖縄新春テニストーナメント
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選手登録

番号 Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

001958 240 RMTC 平良 英里子 [1]

1 010172 535 RMTC 鈴木 野々香 平良 英里子 [1]

    鈴木 野々香

2    Bye 1  平良 英里子 [1]

004752 75 プロバンス 宮城 弘子  鈴木 野々香

3 003555 75 TTT 長嶺 朋子 宮城 弘子 8-3

004487 12 TRY 伊波 美穂 長嶺 朋子  

4 004902 12 チーム3292 金城 久代 8-3 後浜 克美 [7]

     徳永 増美

5    Bye 9 与那覇 ヨシ子 9-7

003559 19 f  f 与那覇 ヨシ子 金城 悦子  

6 004439 19 西原早起きテニス 金城 悦子  後浜 克美 [7]

     徳永 増美

7    Bye 7 後浜 克美 [7] 8-3

004471 90 ウェンズ 後浜 克美 [7] 徳永 増美  

8 004694 122 ちむちむ 徳永 増美  後浜 克美 [7]

010174 175 RMTC 城間 瑞萌 [4]  徳永 増美

9 009229 165 RMTC 大濱 千夏 城間 瑞萌 [4] 8-6

    大濱 千夏  

10    Bye 3  城間 瑞萌 [4]

005703 20 マイペース 又吉 由美  大濱 千夏

11 004921 20 コスモ 新里 千恵美 山本 千津香 8-1

004408 15 チームわくがわ 山本 千津香 島本 和代  

12 004674 30 スーン 島本 和代 w.o. 城間 瑞萌 [4]

     大濱 千夏

13    Bye 12 大嶋 弘美 9-7

002952 18 いちごクラブ 大嶋 弘美 嵩西 園子  

14 004550 18 いちごクラブ 嵩西 園子  杉田 真也 [6]

     田中 由美子

15    Bye 5 杉田 真也 [6] 8-2

011534 120 TRY 杉田 真也 [6] 田中 由美子  

16 011578 110 TRY 田中 由美子  後浜 克美 [7]

010182 150 RMTC 本坊 美喜子 [5]  徳永 増美

17 010171 150 RMTC 松本 菜月 本坊 美喜子 [5] w.o.

    松本 菜月  

18    Bye 6  仲里 早苗

008178 15 フリー 仲里 早苗  相羽 美紗子

19 004662 30 フリー 相羽 美紗子 仲里 早苗 8-4

    相羽 美紗子  

20    Bye 11  佐藤 優菜 [3]

006177 10 スーン 下地 孝子  石川 智子

21 010116 110 スーン 當山 田岐子 城間 春奈 8-1

010122 150 首里森庭球倶楽部 城間 春奈 金城 麻美  

22 013179 10 フリー 金城 麻美 8-5 佐藤 優菜 [3]

     石川 智子

23    Bye 4 佐藤 優菜 [3] 8-2

013966 220 県総ナイターTC 佐藤 優菜 [3] 石川 智子  

24 004533 185 スカーレット 石川 智子  小林 あゆみ [8]

009213 98 泉サムディ会 小林 あゆみ [8]  高橋 日向子

25 012025 104 泉サムディ会 高橋 日向子 小林 あゆみ [8] 8-3

    高橋 日向子  

26    Bye 8  小林 あゆみ [8]

006163 10 TRY 垣花 修子  高橋 日向子

27 006142 10 チーム3292 宮城 百合子 垣花 修子 8-2

    宮城 百合子  

28    Bye 10  小林 あゆみ [8]

013837 12 北谷SC

ウォーレン 真理

子  高橋 日向子

29 013839 75 北谷SC 多良間 理沙 比嘉 美佳 8-4

013321 19 フリー 比嘉 美佳 石川 希  

30 013320 19 フリー 石川 希 8-6 仲間 美也子 [2]

     砂川 愛香

31    Bye 2 仲間 美也子 [2] 8-6

009753 285 OPC 仲間 美也子 [2] 砂川 愛香  

32 009739 285 OPC 砂川 愛香  



第47回沖縄新春テニストーナメント
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選手登録

番号

Ran

k 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

012502 1 TCμ 儀保 ゆかり

1 005741 1 TCμ 豊平 正美 儀保 ゆかり

    豊平 正美

2    Bye 1  儀保 ゆかり

014021 1 BCテニスクラブ 石原 陽子  豊平 正美

3 008638 1 名護グリーンクラブ 肥後 真由美 石原 陽子 9-7

    肥後 真由美  

4    Bye 16  早瀬 元子

     長嶺 厚音

5    Bye 9 新本 綾乃 8-5

013317 1 RMTC 新本 綾乃 白石 美登里  

6 011971 1 RMTC 白石 美登里  早瀬 元子

     長嶺 厚音

7    Bye 7 早瀬 元子 8-3

006129 1 遊ホルビア 早瀬 元子 長嶺 厚音  

8 004741 1 チームわくがわ 長嶺 厚音  末吉 みづき

013993 1 ミュウミュウ 中村 文子  沼田 光恵

9 014334 1 TCμ 中江 素子 中村 文子 8-4

    中江 素子  

10    Bye 3  末吉 みづき

010127 1 YKCT 宇良 かやの  沼田 光恵

11 010375 1 ポラリス 榮野元 いね子 末吉 みづき 8-0

004773 1 ガチンコ 末吉 みづき 沼田 光恵  

12 004114 1 チャンス 沼田 光恵 8-3 末吉 みづき

     沼田 光恵

13    Bye 12 宮脇 都 9-8(3)

011497 1 StarPlayer 宮脇 都 高橋 裕子  

14 012893 1 首里森庭球倶楽部 高橋 裕子  仲宗根 一美

     嘉味田 薫

15    Bye 5 仲宗根 一美 8-4

012882 1 YKCT 仲宗根 一美 嘉味田 薫  

16 012901 1 てだこ 嘉味田 薫  佐久田 めぐみ 

014208 1 ゆいまーるTC 仲吉 香純  神 久美

17 012477 1 ゆいまーるTC 大城 美里 仲吉 香純 8-5

    大城 美里  

18    Bye 6  仲吉 香純

007770 1 YY 崎濱 也子  大城 美里

19 004740 1 チームわくがわ 我謝 より子 崎濱 也子 8-1

    我謝 より子  

20    Bye 11  仲吉 香純

     大城 美里

21    Bye 14 新井 左織 0-1 Ret.

004820 1 M＆M 新井 左織 村口 恵  

22 008474 1 レジェンド 村口 恵  神谷 利津子

     金城 千加子

23    Bye 4 神谷 利津子 8-5

004746 1 コスモ 神谷 利津子 金城 千加子  

24 006128 1 ウッディーズ 金城 千加子  佐久田 めぐみ

013187 1 ミュウミュウ 川満 めぐみ  神 久美

25 013637 1 ミュウミュウ 須田 真美子 川満 めぐみ 9-8(4)

    須田 真美子  

26    Bye 8  大城 文乃

011526 1 首里森庭球倶楽部 大城 文乃  山里 菜子

27 014740 1 首里森庭球倶楽部 山里 菜子 大城 文乃 8-1

    山里 菜子  

28    Bye 10  佐久田 めぐみ

     神 久美

29    Bye 15 佐久田 めぐみ 9-8(7)

014616 1 チーム入谷 佐久田 めぐみ 神 久美  

30 014637 1 チーム入谷 神 久美  佐久田 めぐみ

010465 1 YKCT 島 美玲  神 久美

31 010464 1 ポラリス 高嶺 清美 島 美玲 8-1

013831 1 TCμ 比嘉 さとみ 高嶺 清美  

32 004179 1 フリー 比嘉 カンナ 8-4
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010710  1470 Venus 喜多 倫子 [1]

1 004696  456 Venus 池原 純恵 喜多 倫子 [1]

     池原 純恵

2     Bye 1  伊志嶺 初美

009140  260 Freedom 佐久川 美代子  儀間 真紀

3 008650  260 Freedom 鎌田 美奈子 伊志嶺 初美 8-2

010338  3 BCテニスクラブ 伊志嶺 初美 儀間 真紀  

4 004565  625 チームわくがわ 儀間 真紀 8-0 伊志嶺 初美

005492  191 ちむちむ 嘉陽 則子  儀間 真紀

5 004600  191

チームジェニ

ファー 石原 トモ子 嘉陽 則子 8-3

004873  90 空自那覇 塚本 いずみ 石原 トモ子  

6 004440  90 aiaiコラソン 金城 千春 8-4 井藤 京子 [2]

      長田 香代子

7     Bye 2 井藤 京子 [2] 8-4

003553  757 A'sFactory 井藤 京子 [2] 長田 香代子  

8 004444  690 Vamos 長田 香代子  
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004964 1305 いちごクラブ 宮城 エツ子 [1]

1 004724 1305 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]

004110 170 REC 宮城 聡子  高良 紀子

3 006061 160 TC.μ 田口 恵 宮城 聡子 8-4

004245 10 くまもんず 森 純子 田口 恵  

4 006611 10 M's 眞榮城 さつき 8-4 加勢 みさ代

004725 790 TRY 仲西 早苗 [3]  宮脇 みどり

5 009661 800 くまもんず 玉城 りん子 仲西 早苗 [3] 8-3

    玉城 りん子  

6    Bye 3  加勢 みさ代

006762 10 いちごクラブ 屋良 みつ子  宮脇 みどり

7 008034 880 ロイヤル 徳永 成子 加勢 みさ代 8-4

014721 100 チームGOLD 加勢 みさ代 宮脇 みどり  

8 004904 90 チームGOLD 宮脇 みどり 8-2 加勢 みさ代 

004544 150 T.T.T 平川 直美  宮脇 みどり

9 004542 20 ちむちむ 永原 炎 嘉数 三代 8-5

004520 120 チームK 嘉数 三代 池谷 小百合  

10 010064 510 チームわくがわ 池谷 小百合 9-7 嘉数 三代

     池谷 小百合

11    Bye 4 末吉 政子 [4] 8-4

004837 490 チームGOLD 末吉 政子 [4] 石垣 富子  

12 004905 400 チームGOLD 石垣 富子  中山 明美 [2]

004822 325 プロバンス 仲本 典子  小林 弥生

13 004909 325 いちごクラブ 松本 三千代 仲本 典子  

003560 620 ふぁにーず 漢那 美由紀 松本 三千代  

14 004609 215 ふぁにーず 照屋 智美 8-4 中山 明美 [2]

     小林 弥生

15    Bye 2 中山 明美 [2] 8-2

004850 690 ロイヤル 中山 明美 [2] 小林 弥生  

16 008028 1080 Freedom 小林 弥生  

    

   


