
2019年度 春季テニス選手権大会

オープン男子単-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Round 1 Finals 予選勝者 

   

1 006292 東興電設 玉寄 貴也  

   玉寄 貴也 

2   Bye   

    玉寄 貴也 Q1 

3 015013 日本郵便株式会社 比嘉 太誠  8-6  

   比嘉 太誠  

4 004531 チャレンジ 松田 靖 [9] 8-6  

    

5 002506 沖縄尚学高校 新垣 勇斗  

   新垣 勇斗 

6 005073 首里森庭球倶楽部 慶田盛 謙二郎 8-3   

    新垣 勇斗 Q2 

7 006296 フリー 松田 隆志  8-1  

   松野 義輝 [15]  

8 001288 MSG 松野 義輝 [15] 8-5  

    

9 011872 VBTA 時任 大成 [3]  

   奥村 龍太郎 

10 000702 沖縄尚学高校 奥村 龍太郎 8-0   

    奥村 龍太郎 Q3 

11 006309 漫友会 鉢嶺 清章  8-5  

   仲里 徳晃 [12]  

12 008637 名護グリーンクラブ 仲里 徳晃 [12] w.o. 

    

13 000994 キリスト教短期大学 仲嶺 潤  

   仲嶺 潤 

14 002450 沖縄国際大学 山城 守成 8-5   

    仲嶺 潤 Q4 

15 005493 沖縄尚学高等学校 玉城 勇稀  9-8(4)  

   玉城 勇稀  

16 004953 KGTクラブ 大城 博俊 [13] 8-0  

    

17 004464 漫友会 渡慶次 勝次 [5]  

   仲間 舜 

18 000751 沖縄尚学高校 仲間 舜 8-1   

    仲間 舜 Q5 

19 009139 日本郵便株式会社 知花 大地  8-0  

   知花 大地  

20 003604 琉大医学部 平安名 智貴 [14] 8-4  

    

21 001586 沖縄尚学高校 桑原 大陽 [6]  

   桑原 大陽 [6] 

22 008486 フリー 谷川 将勝 8-3   

    平良 康太郎 Q6 

23 007161 那覇高校 小波津 翔  8-2  

   平良 康太郎  

24 001469 友愛会 平良 康太郎 w.o. 

    

25 000809 沖縄国際大学 儀保 拓夢  

   儀保 拓夢 

26 000671 テニスラウンジ糸満 嘉数 賢汰 8-5   

    儀保 拓夢 Q7 

27 014042 沖縄電力 島袋 広人  9-7  

   島袋 広人  

28 012496 美ら海ビレッジ 青地 正哉 [16] 8-4  

    

29 004811 豊見城中央病院 喜瀬 一輝 [8]  

   喜瀬 一輝 [8] 

30 012932 フリー 又吉 晴己 8-0   

    多和田 真斗 Q8 

31 006284 琉大整形外科 喜友名 翼  8-0  

   多和田 真斗  

32 000776 TC Future 多和田 真斗 8-4  

２０１９年４月２９日（月祝）奥武山公園テニスコート

　※予選終了後に本戦及びラッキールーザー
　　　の抽選を行います。



2019年度 春季テニス選手権大会

オープン男子単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2

Quarterfinal

s Semifinals Final 勝者

    

1 000768(M50685)  沖縄県庁 宮城 陵太 [1]  

    宮城 陵太 [1] 

2 006753  チームわくがわ 奈良 美輝 8-1   

     仲間 舜 

3 000751 Q 沖縄尚学高校 仲間 舜  9-7  

    仲間 舜  

4 002715  shot 中村 翔 8-1   

     仲間 舜 

5 000047  フリー 喜名 景太  8-3  

    北見 雄治郎  

6 000160  YKCT 北見 雄治郎 8-4   

     北見 雄治郎 

7 006292 Q 東興電設 玉寄 貴也  8-4  

    伊沢 伸悟 [8]  

8 001441  BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 [8] 8-3   

     仲間 舜 

9 011538  ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [4]  6-2 6-1  

    名嘉眞 翼 [4]  

10 001572  首里森庭球倶楽部 名城 政奉 8-4   

     名嘉眞 翼 [4] 

11 002239  One＋ 喜納 祐市  8-2  

    喜納 祐市  

12 000776 Q TC Future 多和田 真斗 9-8(5)   

     島尻 哲至 

13 011966  首里森庭球倶楽部 吉田 成帆  9-7  

    島尻 哲至  

14 004450  フリー 島尻 哲至 8-4   

     島尻 哲至 

15 002642  沖縄国際大学 島袋 響  8-6  

    浦崎 陽平 [6]  

16 005440  沖電TC 浦崎 陽平 [6] 8-0   

     仲間 舜 

17 000719  大庭学園 石嶺 海斗 [5]  6-3 7-5  

    東江 隆弥  

18 011800(M51638)  東江電気工事 東江 隆弥 9-7   

     平良 康太郎 

19 007606  TAGGROUP 富永 健司  8-2  

    平良 康太郎  

20 001469 Q 友愛会 平良 康太郎 8-1   

     新垣 勇斗 

21 004354  沖電TC 仲村渠 明人  8-3  

    新垣 勇斗  

22 002506 Q 沖縄尚学高校 新垣 勇斗 8-0   

     新垣 勇斗 

23 004503  空自那覇 藤木 敏也  8-6  

    田村 知大 [3]  

24 000746  YKCT 田村 知大 [3] 8-1   

     奥村 龍太郎 

25 000899  チャレンジ 大山 凌弥 [7]  7-5 7-6(5)  

    奥村 龍太郎  

26 000702 Q 沖縄尚学高校 奥村 龍太郎 8-6   

     奥村 龍太郎 

27 000994 Q キリスト教短期大学 仲嶺 潤  8-2  

    仲嶺 潤  

28 004511  空自那覇 塚本 祐一 8-4   

     奥村 龍太郎 

29 000805  沖縄尚学高校 大村 駿斗  8-3  

    大村 駿斗  

30 000809 Q 沖縄国際大学 儀保 拓夢 8-5   

     大村 駿斗 

31 004498  久米島高校職員 山内 恵今  8-5  

    玉城 翔平 [2]  

32 000270  琉球総合保険サポート 玉城 翔平 [2] 8-5  

２０１９年５月３日（金祝）奥武山公園テニスコート



JTA
ランキング

1 768 宮 城 陵 太 ( 沖 縄 県 庁 ) 303

2 270 玉 城 翔 平 (琉球総合保険サポート) 327

3 746 田 村 知 大 ( Y K C T ) 予選通過者

4 11538 名 嘉 眞 翼 ( ナカマ家電サービス )

5 719 石 嶺 海 斗 ( 大 庭 学 園 ) Q1 玉 寄 貴 也 （ 東 興 電 設 ）

6 5440 浦 崎 陽 平 ( 沖 電 T C ) Q2 新 垣 勇 斗 （ 沖 縄 尚 学 高 校 ）

7 899 大 山 凌 弥 ( チ ャ レ ン ジ ) Q3 奥 村 龍 太 郎 （ 沖 縄 尚 学 高 校 ）

8 1441 伊 沢 伸 悟 ( B C テ ニ ス ク ラ ブ ) Q4 仲 嶺 潤 （キリスト教短期大学）

9 2642 島 袋 響 ( 沖 縄 国 際 大 学 ) Q5 仲 間 舜 （ 沖 縄 尚 学 高 校 ）

10 2239 喜 納 祐 市 ( O n e + ) Q6 平 良 康 太 郎 （ 友 愛 会 ）

11 4498 山 内 恵 今 ( 久 米 島 高 校 職 員 ) Q7 儀 保 拓 夢 （ 沖 縄 国 際 大 学 ）

12 11800 東 江 隆 弥 ( 東 江 電 気 工 事 ) Q8 多 和 田 真 斗 （ TC Future ）

13 805 大 村 駿 斗 ( 沖 縄 尚 学 高 校 )

14 4511 塚 本 祐 一 ( 空 自 那 覇 )

15 4450 島 尻 哲 至 ( フ リ ー ) ラッキールーザー

16 1572 名 城 政 奉 ( 首 里 森 庭 球 倶 楽 部 )

17 2715 中 村 翔 ( s h o t ) LL1 仲 里 徳 晃 （名護グリーンクラブ ）

18 4503 藤 木 敏 也 ( 空 自 那 覇 ) LL2 喜 瀬 一 輝 （豊見城中央病院 ）

19 6753 奈 良 美 輝 ( チ ー ム わ く が わ ) LL3 島 袋 広 人 （ 沖 縄 電 力 ）

20 160 北 見 雄 治 郎 ( Y K C T ) LL4 知 花 大 地 （日本郵便株式会社）

21 47 喜 名 景 太 ( フ リ ー ) LL5 松 野 義 輝 （ MSG ）

22 11966 吉 田 成 帆 ( 首 里 森 庭 球 倶 楽 部 ) LL6 桑 原 大 陽 （ 沖 縄 尚 学 高 校 ）

23 4354 仲 村 渠 明 人 ( 沖 電 T C ) LL7 比 嘉 太 誠 （日本郵便株式会社）

24 7606 富 永 健 司 ( T A G G R O U P ) LL8 玉 城 勇 稀 （ 沖 縄 尚 学 高 校 ）

一般男子＜オープンクラス＞シングルス 本戦

ストレートイン及びシード



2019年度 春季テニス選手権大会

初級男子　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 004794 サンデーズ 山本 明  

  西元 正純 山田 智久

2 010849 ナイスデイ 西元 正純 8-3  8-2

    久野 敏

3 011916 西原テニス・アンクルズ 久野 敏  9-7

   久野 敏  

4   Bye 32   

    山田 智久 

5   Bye 17  8-2  

   東迎 暢人  

6 014170 首里森庭球倶楽部 東迎 暢人   

    山田 智久

7   Bye 15  8-4

   山田 智久  

8 014993 フリー 山田 智久   

    山田 智久 

9 012945 LAWテニスチーム 寺西 智則  8-2  

   寺西 智則  

10   Bye 9   

    寺西 智則

11 014884 T-Nuts 谷口 智洋  8-3

  谷口 智洋  

12 009223 木漫TC 近藤 勝敏 8-0  

    寺西 智則 

13   Bye 25  8-4  

   宮里 清  

14 013288 TCμ 宮里 清   

    福原 大希

15 009807 フリー 福原 大希  8-1

  福原 大希  

16 011995 HTJ 吉岡 将広 8-1  

    山田 智久

17 009722 フリー 大山 峰貴  8-1  

  大山 峰貴  

18 006722 県総ナイターTC 島 宏史 8-3  

    大山 峰貴

19 013169 リトルラビット 小牧 耕治  w.o.

   小牧 耕治  

20   Bye 29   

    赤羽 利夫 

21   Bye 20  8-5  

   知念 政和  

22 006224 ガチンコ 知念 政和   

    赤羽 利夫

23 013314 ゆいまーるTC 宮城 達史  8-0

  赤羽 利夫  

24 008098 チームわくがわ 赤羽 利夫 9-7  

    比嘉 良和 

25 014878 ライオンtennis 比嘉 良和  8-0  

  比嘉 良和  

26 013828 HTJ 服部 毅 8-0  

    比嘉 良和

27 006200 フリー 佐久田 直克  8-5

   佐久田 直克  

28   Bye 21   

    比嘉 良和 

29   Bye 28  8-2  

   木村 貴宏  

30 011842 OPC 木村 貴宏   

    木村 貴宏

31 012931 LAWテニスチーム 崎浜 泰裕  9-8(3)

  長谷川 徹  

32 004432 ウェーデルンTC 長谷川 徹 8-3

２０１９年５月４日（土祝）奥武山公園テニスコート

　決勝戦　
山田 智久

原 篤史



2019年度 春季テニス選手権大会

初級男子　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 014275 フリー 須田 一誠  

   友利 正吉

34 004886 TMTC 友利 正吉 8-4  

    友利 正吉

35 011851 首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  8-4

   富山 輝夫  

36   Bye 27   

    友利 正吉

37   Bye 22  8-4

   下地 一芳  

38 004431 チームオゴエ 下地 一芳   

    下地 一芳

39   Bye 12  8-2

   島袋 力  

40 012951 LAWテニスチーム 島袋 力   

    原 篤史

41 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸  8-5

   照屋 和幸  

42   Bye 14   

    照屋 和幸

43 006290 フリー 長嶺 元多  8-1

   長嶺 元多  

44 013157 HTJ 廣澤 英治 8-1  

    原 篤史

45   Bye 30  8-6

   小柳 邦彦  

46 006748 ダイワテニスクラブ 小柳 邦彦   

    原 篤史

47 010299 ガチンコ 安仁屋 政芸  w.o.

   原 篤史  

48 010146 チャンス 原 篤史 8-3  

    原 篤史

49 014724 琉大医学部 小倉 匠登  8-5

   小倉 匠登  

50   Bye 8   

    長濱 真太

51 006231 だぶるちきん 長濱 真太  8-1

   長濱 真太  

52 004058 フリー 小関 勤一 8-6  

    長濱 真太

53   Bye 23  8-3

   百瀬 康太  

54 014554 HEMTEC 百瀬 康太   

    百瀬 康太

55   Bye 10  8-2

   我謝 猛次  

56 002709 北谷SC 我謝 猛次   

    長濱 真太

57 011799 フリー 稲福 徹也  8-0

   稲福 徹也  

58   Bye 16   

    上間 正彦

59 010267 ウェーデルンTC 上間 正彦  8-4

   上間 正彦  

60 008626 TCμ 銘苅 克徳 8-1  

    上間 正彦

61   Bye 31  8-5

   城間 郁男  

62 012000 HTJ 城間 郁男   

    儀保 健蔵

63 009752 ガチンコ 上原 紀幸  w.o.

   儀保 健蔵  

64 007552 首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 8-3

２０１９年５月４日（土祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

中級男子　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 011490 TRY 三輪 貢勢 [1]  

   三輪 貢勢 [1] 岡田 雅海

2   Bye 1   5-7 6-1 11-9

    三輪 貢勢 [1] 

3 006835 琉球大学 與那 太一  8-6  

   與那 太一  

4   Bye 32   

    古謝 浩一 

5 003591 KKT 古謝 浩一  8-5  

   古謝 浩一  

6 009236 一球会 上原 卓巳 8-1   

    古謝 浩一 

7   Bye 15  8-3  

   大西 誠司 [14]  

8 006887 TCμ 大西 誠司 [14]   

    岡田 雅海 

9 004509 ヒーローテニス 宮田 松生 [9]  8-2  

   宮田 松生 [9]  

10   Bye 9   

    岡田 雅海 

11 014234 琉大医学部 岡田 雅海  8-3  

   岡田 雅海  

12   Bye 24   

    岡田 雅海 

13 013175 ウエンズ 岩田 浩輝  8-5  

   岩田 浩輝  

14 011853 沖電TC 濱畑 恭平 8-6   

    岩田 浩輝 

15   Bye 7  8-2  

   比嘉 成人 [6]  

16 008545 NALDA 比嘉 成人 [6]   

    岡田 雅海 

17 004534 漫友会 津田 丈生 [4]  8-5  

   津田 丈生 [4]  

18   Bye 3   

    渡辺 桂太 

19 008674 琉大医学部 渡辺 桂太  8-6  

   渡辺 桂太  

20   Bye 29   

    比嘉 允顕 [15]

21 009048 沖縄国際大学 長濱 優太  8-5  

   長濱 優太  

22 014289 フリー 山入端 竜也 8-2   

    比嘉 允顕 [15] 

23   Bye 13  8-4  

   比嘉 允顕 [15]  

24 008509 特進ファイターズ 比嘉 允顕 [15]   

    幸地 悠作 [5]

25 004512 チームTAKARA 高良 恭平 [12]  8-5  

   高良 恭平 [12]  

26   Bye 11   

    高良 恭平 [12] 

27 004250 0-40 又吉 弘  8-2  

   又吉 弘  

28 010061 漫友会ストレート 宮城 年男 w.o.  

    幸地 悠作 [5]

29 010130 一球会 與那城 章一  8-1  

   比嘉 勇満  

30 015030 琉球大学 比嘉 勇満 8-6   

    幸地 悠作 [5] 

31   Bye 5  8-3  

   幸地 悠作 [5]  

32 010870 小禄高校職員 幸地 悠作 [5]  

２０１９年４月２９日（月祝）奥武山公園テニスコート

　決勝戦　

藤枝 透也

岡田 雅海



2019年度 春季テニス選手権大会

中級男子　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 005740 T-one 酒井 博史 [7]  

   酒井 博史 [7] 

34   Bye 6   

    酒井 博史 [7] 

35 014866 TCμ 金城 孝也  8-2  

   金城 孝也  

36   Bye 27   

    藤枝 透也 [11]

37 009672 OPC 玉城 哲  8-0  

   玉城 哲  

38 004454 フリー 喜屋武 拓馬 8-3   

    藤枝 透也 [11] 

39   Bye 12  8-1  

   藤枝 透也 [11]  

40 009052 沖縄国際大学 藤枝 透也 [11]   

    藤枝 透也 [11]

41 014183 特進ファイターズ 上江洲 安史 [16]  8-4  

   上江洲 安史 [16]  

42   Bye 14   

    村岡 健志 

43 012987 一球会 安富祖 龍太  8-6  

   村岡 健志  

44 014713 ダイワテニスクラブ 村岡 健志 8-1   

    村岡 健志 

45 004840 TB 石川 一彦  4-4 Ret. 

   石川 一彦  

46 010202 琉大医学部 佐久本 政彬 8-1   

    石川 一彦 

47   Bye 4  8-4  

   日渡 健二 [3]  

48 008523 日渡ブートキャンプ 日渡 健二 [3]   

    藤枝 透也 [11]

49 007754 KKT 砂邊 尚仁 [8]  8-8 Ret. 

   砂邊 尚仁 [8]  

50   Bye 8   

    砂邊 尚仁 [8] 

51 006271 ADJ 真栄喜 清吾  8-2  

   真栄喜 清吾  

52   Bye 26   

    砂邊 尚仁 [8] 

53 010205 琉大医学部 新崎 隼一  9-7  

   西牧 諒馬  

54 015029 琉球大学 西牧 諒馬 8-6   

    西牧 諒馬 

55   Bye 10  7-4 Ret. 

   玉城 泰幸 [10]  

56 010063 shot 玉城 泰幸 [10]   

    砂邊 尚仁 [8] 

57 006315 MHM 垣花 久好 [13]  8-2  

   垣花 久好 [13]  

58   Bye 16   

    名城 綱基 

59 003208 Happiness OKTC TEAM 名城 綱基  8-6  

   名城 綱基  

60   Bye 18   

    名城 綱基 

61 005358 TCμ 浜本 昭  8-6  

   郁 雄真  

62 002594 フリー 郁 雄真 8-6   

    屋富祖 徳充 [2] 

63   Bye 2  4-2 Ret. 

   屋富祖 徳充 [2]  

64 011963 BCテニスクラブ 屋富祖 徳充 [2]  

２０１９年４月２９日（月祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

35才男子　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 004537 CLUBでんぷく 島袋 幹夫 [1]  

   島袋 幹夫 [1]

2   Bye 1   

    儀間 仁

3 005712 首里森庭球倶楽部 喜久里 敏  9-7

   儀間 仁  

4 005451 フリ－ 儀間 仁 w.o.  

    佐藤 陽介

5 004238 漫友会 前仲 清浩 [3]  8-5

   前仲 清浩 [3]  

6   Bye 3   

    佐藤 陽介

7 006800 ムカトンズ 松山 武彦  8-4

   佐藤 陽介  

8 014733 沖縄ヤマト運輸 佐藤 陽介 8-0  

    佐藤 陽介

9 004072 テニスラウンジ糸満 岩渕 悠介  6-3 7-5

   仲眞 亮  

10 005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 8-3  

    仲眞 亮

11   Bye 4  8-0

   島袋 直樹 [4]  

12 005439 さんふらわー 島袋 直樹 [4]   

    湧川 重智

13 004421 チームわくがわ 湧川 重智  8-4

   湧川 重智  

14 014031 Happiness OKTC TEAM Phuchung Luu 8-2  

    湧川 重智

15   Bye 2  8-3

   幾世橋 亮 [2]  

16 004068 フリー 幾世橋 亮 [2]  

   

  

２０１９年５月３日（金祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

45才男子　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 002387 太陽クラブ 花城 可和 [1]  

   花城 可和 [1] 

2   Bye 1   

    本釜 一幸 

3 005377 ハイアットリージェンシー沖縄 本釜 一幸  8-4  

   本釜 一幸  

4 005759 沖縄県庁 親富祖 英二 8-0   

    本釜 一幸 

5   Bye 9  8-0  

   正一 亨  

6 008181 チャレンジ 正一 亨   

    伊佐 真也 [5] 

7   Bye 7  8-4  

   伊佐 真也 [5]  

8 004448 HEMTEC 伊佐 真也 [5]   

    本釜 一幸 

9 006270 木漫会 赤嶺 秀樹 [3]  8-4  

   赤嶺 秀樹 [3]  

10   Bye 3   

    上江洌 学 

11 004546 TCμ 上江洌 学  8-4  

   上江洌 学  

12 015023 一球会 佐藤 賢持 8-4   

    上江洌 学 

13   Bye 12  8-6  

   金城 匠  

14 004106 首里森庭球倶楽部 金城 匠   

    金城 匠 

15   Bye 5  8-4  

   小山 宏樹 [7]  

16 006190 フリー 小山 宏樹 [7]   

    本釜 一幸 

17 013964 ワープ 島袋 章浩 [8]  5-7 6-3 10-8  

   島袋 章浩 [8]  

18   Bye 6   

    仲間 良樹 

19   Bye 22  8-4  

   仲間 良樹  

20 004791 太陽クラブ 仲間 良樹   

    仲間 良樹 

21   Bye 14  8-5  

   西銘 英人  

22 015006 チャレンジ 西銘 英人   

    西銘 英人 

23   Bye 4  8-2  

   義永 寛 [4]  

24 006208 チームTRY 義永 寛 [4]   

    仲間 良樹 

25 004838 高カロリーズ 大久保 洋 [6]  8-3  

   大久保 洋 [6]  

26   Bye 8   

    玉城 秀亀 

27 008700 フリー 玉城 秀亀  w.o. 

   玉城 秀亀  

28   Bye 10   

    喜納 金明 [2] 

29 009710 首里森庭球倶楽部 知念 辰祥  8-1  

   知念 辰祥  

30 004076 さんふらわー 川平 哲郎 w.o.  

    喜納 金明 [2] 

31   Bye 2  8-2  

   喜納 金明 [2]  

32 003609 CLUBでんぷく 喜納 金明 [2]  

２０１９年５月３日（金祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

55才男子　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 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 014182(G21575) TAGGROUP 古田 佳史  8-5  

   杉本 博  

4 002231 A'sFactory 杉本 博 8-2   

    嘉手納 良博 [1] 

5 003595 ロコモクリニック南城 上原 敏則  8-5  

   上原 敏則  

6   Bye 24   

    平良 博紀 [8] 

7   Bye 7  9-7  

   平良 博紀 [8]  

8 004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 [8]   

    大村 浩三 [4] 

9 006075 朝練クラブ 大村 浩三 [4]  8-6  

   大村 浩三 [4]  

10   Bye 3   

    大村 浩三 [4] 

11 004398 チームK 下地 隆  8-5  

   下地 隆  

12   Bye 13   

    大村 浩三 [4] 

13   Bye 12  8-5  

   上原 直  

14 006088 げんき歯科 上原 直   

    上原 直 

15   Bye 5  8-5  

   平良 等 [7]  

16 011822 チャレンジ 平良 等 [7]   

    及川 卓郎 [3] 

17 003617 A'sFactory 井藤 善夫 [6]  3-6 7-5 10-8  

   井藤 善夫 [6]  

18   Bye 6   

    井藤 善夫 [6] 

19   Bye 22  8-6  

   伊敷 弘俊  

20 015001 にこにこテニスクラブ 伊敷 弘俊   

    及川 卓郎 [3] 

21   Bye 14  8-2  

   下地 敏彦  

22 008018 せぶんてぃーず 下地 敏彦   

    及川 卓郎 [3] 

23   Bye 4  w.o. 

   及川 卓郎 [3]  

24 003581 結TC 及川 卓郎 [3]   

    及川 卓郎 [3] 

25 004700 朝練クラブ 赤嶺 優 [5]  8-5  

   赤嶺 優 [5]  

26   Bye 8   

    ヤボル シシコフ 

27 004898 北谷SC ヤボル シシコフ  8-6  

   ヤボル シシコフ  

28   Bye 10   

    中村 保 

29 014161 TCμ 金城 隆夫  8-6  

   中村 保  

30 004399 Beer's 中村 保 8-0   

    中村 保 

31   Bye 2  8-2  

   安次嶺 昌記 [2]  

32 004051 ワープ 安次嶺 昌記 [2]  

２０１９年５月３日（金祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

65才男子　単
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 1 2 3 勝敗 順位

1 004486  結TC  那須 一 [1]   3-8 8-1 1-1 2

2 014996  フリー  坂本 嘉秀  8-3  8-2 2-0 1

3 008517  うるま市サンダンカ  大森 敏夫  1-8 2-8  0-2 3

２０１９年５月３日（金祝）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

オープン男子　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 

000768(M50685) 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] 

004450 フリー 島尻 哲至  玉城 翔平 

3 004763 沖縄海邦銀行 川畑 将明 島尻 哲至 8-4  

005746 UTC 屋富祖 亘 川畑 将明  

4 005440 沖電TC 浦崎 陽平 9-7  宮城 陵太 [1] 

    玉城 翔平 

5   Bye 9 岸本 貴陽 8-6  

006007 名護高校 岸本 貴陽 神里 誓大  

6 002538 興南高校 神里 誓大  仲里 徳晃 [6] 

    名城 政奉 

7   Bye 7 仲里 徳晃 [6] w.o. 

008637 名護グリーンクラブ 仲里 徳晃 [6] 名城 政奉  

8 001572 首里森庭球倶楽部 名城 政奉  宮城 陵太 [1] 

000899 チャレンジ 大山 凌弥 [4]  玉城 翔平 

9 002642 沖縄国際大学 島袋 響 大山 凌弥 [4] 8-3  

   島袋 響  

10   Bye 3  大山 凌弥 [4] 

007549 shot 仲村 卓  島袋 響 

11 004809 御菓子御殿 池宮城 圭汰 仲村 卓 8-3  

005916 普天間高校/YKCT 宮國 英俊 池宮城 圭汰  

12 010165 美里高校 成田 時英 9-7  大山 凌弥 [4] 

000809 沖縄国際大学 儀保 拓夢  島袋 響 

13 002388 フリー 島袋 敏樹 儀保 拓夢 9-8(5)  

   島袋 敏樹  

14   Bye 21  名嘉眞 翼 [5] 

    喜友名 翼 

15   Bye 5 名嘉眞 翼 [5] 8-2  

011538 ナカマ家電サービス 名嘉眞 翼 [5] 喜友名 翼  

16 006284 琉大整形外科 喜友名 翼  宮城 陵太 [1] 

005710 W.S 柚木崎 裕介 [8]  玉城 翔平 

17 006269 W.S 比嘉 要 柚木崎 裕介 [8] 6-3 6-2  

   比嘉 要  

18   Bye 6  柚木崎 裕介 [8] 

    比嘉 要 

19   Bye 22 塚本 祐一 8-4  

004511 空自那覇 塚本 祐一 藤木 敏也  

20 004503 空自那覇 藤木 敏也  喜名 景太 

006170 W.S 喜久里 紘  玉寄 貴也 

21 014042 沖縄電力 島袋 広人 喜名 景太 9-7  

000047 フリー 喜名 景太 玉寄 貴也  

22 006292 東興電設 玉寄 貴也 8-6  喜名 景太 

    玉寄 貴也 

23   Bye 4 多和田 真斗 [3] 8-5  

000776 TC Future 多和田 真斗 [3] 新里 朝輝  

24 004917 S.T.K. 新里 朝輝  伊沢 伸悟 [7] 

001441 BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 [7]  伊集 朝哉 

25 007580 フリー 伊集 朝哉 伊沢 伸悟 [7] 8-6  

   伊集 朝哉  

26   Bye 8  伊沢 伸悟 [7] 

000752 BCテニスクラブ 宇座 圭太  伊集 朝哉 

27 001633 フリー 宮城 渡 宇座 圭太 8-4  

   宮城 渡  

28   Bye 10  伊沢 伸悟 [7] 

011966 首里森庭球倶楽部 吉田 成帆  伊集 朝哉 

29 011872 VBTA 時任 大成 吉田 成帆 8-5  

010248 BLITZ 依光 洋平 時任 大成  

30 009755 BLITZ 村田 正将 8-5  北見 雄治郎 [2] 

    田村 知大 

31   Bye 2 北見 雄治郎 [2] 8-5  

000160 YKCT 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

32 000746 YKCT 田村 知大  

２０１９年４月２７日（土）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

中級男子　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

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] 

014825 TCI 伊佐 敏紀  砂邊 尚仁 

3 013976 TCI 伊川 正啓 伊佐 敏紀 8-5  

009236 一球会 上原 卓巳 伊川 正啓  

4 010130 一球会 與那城 章一 8-2  神谷 保 

010808 shot 上原 尚也 [4]  齋藤 隆司 

5 010063 shot 玉城 泰幸 上原 尚也 [4] 9-7  

011490 TRY 三輪 貢勢 玉城 泰幸  

6 014568 ウェーデルンTC 田中 宏征 8-1  神谷 保 

004743 ウッディーズ 神谷 保  齋藤 隆司 

7 010857 ウッディーズ 齋藤 隆司 神谷 保 8-6  

015030 琉球大学 比嘉 勇満 齋藤 隆司  

8 009052 沖縄国際大学 藤枝 透也 8-6  神谷 保 

007654 琉球大学 西牧 諒馬  齋藤 隆司 

9 009048 沖縄国際大学 長濱 優太 新島 拓 7-5 6-2  

014186 フリー 新島 拓 越井 雅治  

10 014185 TRY 越井 雅治 8-4  新島 拓 

005358 TCμ 浜本 昭  越井 雅治 

11 006271 ADJ 真栄喜 清吾 浜本 昭 8-1  

014234 琉大医学部 岡田 雅海 [3] 真栄喜 清吾  

12 008674 琉大医学部 渡辺 桂太 8-2  新島 拓 

010061 漫友会ストレート 宮城 年男  越井 雅治 

13 004534 漫友会 津田 丈生 宮城 年男 8-4  

003208 Happiness OKTC TEAM 名城 綱基 津田 丈生  

14 012987 一球会 安富祖 龍太 8-4  宮城 年男 

008614 フリー 久貝 卓矢  津田 丈生 

15 004872 フリー 喜屋武 樹 上江洲 安史 [2] 8-6  

014183 特進ファイターズ 上江洲 安史 [2] 比嘉 允顕  

16 008509 特進ファイターズ 比嘉 允顕 8-2  

   

  

２０１９年４月２７日（土）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

初級男子　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 

007751 TCμ 内藤 雅実 [1] 

1 010268 TCμ 神里 要 内藤 雅実 [1] 

   神里 要 

2   Bye 1  内藤 雅実 [1] 

006200 フリー 佐久田 直克  神里 要 

3 007552 首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 佐久田 直克 8-6  

   儀保 健蔵  

4   Bye 16  名嘉 康 [5] 

    名城 康昌 

5   Bye 9 原 篤史 8-6  

010146 チャンス 原 篤史 長濱 真太  

6 006231 だぶるちきん 長濱 真太  名嘉 康 [5] 

    名城 康昌 

7   Bye 7 名嘉 康 [5] 8-2  

012500 0-40 名嘉 康 [5] 名城 康昌  

8 004258 とくいち 名城 康昌  名嘉 康 [5] 

005785 0-40 平田 直也 [4]  名城 康昌 

9 006793 0-40 比嘉 祐二 平田 直也 [4] 8-6  

   比嘉 祐二  

10   Bye 3  平田 直也 [4] 

012504 ウェーデルンTC 平地 一平  比嘉 祐二 

11 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸 平地 一平 8-2  

   照屋 和幸  

12   Bye 13  平田 直也 [4] 

    比嘉 祐二 

13   Bye 12 北村 禄郎 8-1  

015032 OATC 北村 禄郎 山脇 宏樹  

14 014282 OATC 山脇 宏樹  上原 紀幸 [8] 

    知念 政和 

15   Bye 5 上原 紀幸 [8] 8-3  

009752 ガチンコ 上原 紀幸 [8] 知念 政和  

16 006224 ガチンコ 知念 政和  国仲 駿 

014033 首里森庭球倶楽部 中村 稔 [6]  知念 本気 

17 014181 首里森庭球倶楽部 國吉 豊 中村 稔 [6] 8-5  

   國吉 豊  

18   Bye 6  上間 正彦 

004251 六期会 奥濱 真一  奥原 聡 

19 004570 六期会 石井 周 上間 正彦 8-2  

010267 ウェーデルンTC 上間 正彦 奥原 聡  

20 011850 奥原電設 奥原 聡 8-4  上間 正彦 

    奥原 聡 

21   Bye 14 根間 孝幸 8-2  

001781 フリー 根間 孝幸 真壁 寿弥  

22 002481 KTO 真壁 寿弥  根間 孝幸 

    真壁 寿弥 

23   Bye 4 宮里 清 [3] 8-4  

013288 TCμ 宮里 清 [3] 金良 将太  

24 015011 TCμ 金良 将太  国仲 駿 

004431 チームオゴエ 下地 一芳 [7]  知念 本気 

25 004886 TMTC 友利 正吉 下地 一芳 [7] 8-1  

   友利 正吉  

26   Bye 8  国仲 駿 

014832 KTO 国仲 駿  知念 本気 

27 001265 KTO 知念 本気 国仲 駿 8-2  

   知念 本気  

28   Bye 10  国仲 駿 

    知念 本気 

29   Bye 15 伊波 幸広 8-6  

009713 首里森庭球倶楽部 伊波 幸広 長谷川 徹  

30 004432 ウェーデルンTC 長谷川 徹  伊波 幸広 

    長谷川 徹 

31   Bye 2 宮城 紀良 [2] 8-6  

004300 琉大教職員TC 宮城 紀良 [2] 玉城 祥  

32 011847 フリー 玉城 祥  

２０１９年４月２７日（土）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

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

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

005451 フリ－ 儀間 仁 [1]

1 004238 漫友会 前仲 清浩 Soomo Lee

014824 Torii Soomo Lee 棚原 栄

2 004279 Team Joo 棚原 栄 8-2 Soomo Lee

004895 軍団 外間 正樹 [4]  棚原 栄

3 014732 次男連合 渡久山 盛之 仲眞 亮 9-7

005744 首里森庭球倶楽部 仲眞 亮 喜久里 敏  

4 005712 首里森庭球倶楽部 喜久里 敏 8-5 Soomo Lee

004537 CLUBでんぷく 島袋 幹夫  棚原 栄

5 014834 KI'S 高江洲 義亮 照屋 兼司 [3] 7-6(5) 6-4

004603 TRY83 照屋 兼司 [3] 高田 明彦  

6 004473 新都心倶楽部 高田 明彦 8-1 照屋 兼司 [3]

013227 梅ちゃんず 平良 比呂志  高田 明彦

7 006800 ムカトンズ 松山 武彦 平良 比呂志 9-8(2)

004932 Dai整骨院TC 金城 太吾 [2] 松山 武彦  

8 005437 Toss 高江洲 真也 8-6

   

  

２０１９年４月２８日（日）奥武山公園テニスコート



2019年度 春季テニス選手権大会

45才男子　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

004448 HEMTEC 伊佐 真也 [1] 

1 013964 ワープ 島袋 章浩 伊佐 真也 [1]

008181 チャレンジ 正一 亨 島袋 章浩

2 015006 チャレンジ 西銘 英人 8-4 上江洌 学

004546 TCμ 上江洌 学  川上 喜也

3 005696 ワープ 川上 喜也 上江洌 学 7-5 6-4

006794 てだこテニスクラブ 大城 仁 [2] 川上 喜也  

4 001102 T.B. 比嘉 安俊 8-3

   

  

２０１９年４月２８日（日）奥武山公園テニスコート
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55才男子　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

003617 A'sFactory 井藤 善夫 [1] 

1 002231 A'sFactory 杉本 博 井藤 善夫 [1]

   杉本 博

2   Bye 1  井藤 善夫 [1]

004398 チームK 下地 隆  杉本 博

3 004399 Beer's 中村 保 下地 隆 8-6

004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 中村 保  

4 005420 宮城TC 比嘉 義行 8-6 上原 弘道 [2]

    安次嶺 昌記

5   Bye 3 嘉数 好規 7-6(5) 7-5

004521 チームK 嘉数 好規 大村 浩三  

6 006075 朝練クラブ 大村 浩三  上原 弘道 [2]

    安次嶺 昌記

7   Bye 2 上原 弘道 [2] 8-3

005413 ワープ 上原 弘道 [2] 安次嶺 昌記  

8 004051 ワープ 安次嶺 昌記  

   

  

２０１９年４月２８日（日）奥武山公園テニスコート


