
令和2年度夏季テニス大会

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 

000007 Rαsk 新垣 貴実子 [1] 

1 000695 沖縄国際大学 新本 樹奈 新垣 貴実子 [1] 

   新本 樹奈 

2   Bye 1  新垣 貴実子 [1] 

003616 ヤバメーン 喜屋武 絵里香  新本 樹奈 

3 006954 ヤバメーン 蔵當 美夏 比嘉 美徳 8-3  

006227 那覇国際高校 比嘉 美徳 當眞 帆夏  

4 004066 那覇国際高校 當眞 帆夏 9-8(1)  新垣 貴実子 [1] 

002312 ヤバメーン 宮城 李奈  新本 樹奈 

5 001412 ヤバメーン 我那覇 みなみ 宮城 李奈 8-3  

007570 ヤバメーン 小川 万理子 我那覇 みなみ  

6 012913 ヤバメーン 浦崎 結子 8-4  比嘉 みなみ [2] 

009776 TCμ 嘉数 ちひろ  濵田 明世 

7 010946 GenTS 渡久地 杜生 比嘉 みなみ [2] 8-1  

004929 ヤバメーン 比嘉 みなみ [2] 濵田 明世  

8 015042 ヤバメーン 濵田 明世 8-5  

   

  

令和2年度夏季テニス大会

女子中級　単
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選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 008028 Freedom 小林 弥生 [1]  

   小林 弥生 [1] 

2   Bye 1   

    小林 弥生 [1] 

3 010883 フリ－ 知念 美和  8-1  

   石原 陽子  

4 014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 w.o.  

    赤嶺 桜 [2] 

5 013839 北谷SC 多良間 理沙  8-6  

   多良間 理沙  

6 014637 チーム入谷 神 久美 w.o.  

    赤嶺 桜 [2] 

7 009817 名護グリーンクラブ 崎濱 千晶  8-2  

   赤嶺 桜 [2]  

8 007582 沖縄国際大学 赤嶺 桜 [2] 8-1  

   

  

令和2年7月26日（日）　奥武山公園テニスコート

令和2年7月5日（日）奥武山公園テニスコート



令和2年度夏季テニス大会

女子中級　複
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

006787 スカーレット 仲間 美佐代 [1] 

1 011889 スカーレット 矢野 淳子 仲間 美佐代 [1] 

   矢野 淳子 

2   Bye 1  仲間 美佐代 [1] 

009699 フリー 宮城 美香子  矢野 淳子 

3 000667 マイペース 神山 美佳 佐久田 めぐみ 8-1  

014616 チーム入谷 佐久田 めぐみ 神 久美  

4 014637 チーム入谷 神 久美 9-8(4)  仲間 美佐代 [1] 

004674 スーン 島本 和代  矢野 淳子 

5 004662 レジェンド 相羽 美紗子 仲間 美津江 8-5  

000043 はなはな 仲間 美津江 入谷 砂知子  

6 005381 はなはな 入谷 砂知子 8-1  佐藤 優菜 [5] 

    阿波連 詩織 

7   Bye 7 佐藤 優菜 [5] 8-6  

013966 県総ナイターＴＣ 佐藤 優菜 [5] 阿波連 詩織  

8 005786 VITORIA 阿波連 詩織  仲間 美佐代 [1] 

004738 YKCT 与儀 久美子 [4]  矢野 淳子 

9 013179 YKCT 金城 麻美 与儀 久美子 [4] 8-2  

   金城 麻美  

10   Bye 3  与儀 久美子 [4] 

004698 ちむちむ 桃原 春美  金城 麻美 

11 006781 フリーダム 田中 一美 桃原 春美 9-8(5)  

008382 VITORIA 鉢嶺 結 田中 一美  

12 015594 OPC 長嶺 ちあき 8-5  与儀 久美子 [4] 

    金城 麻美 

13   Bye 12 仲俣 愛裕実 4-3 Ret. 

005407 VITORIA 仲俣 愛裕実 砂川 愛香  

14 009739 VITORIA 砂川 愛香  仲俣 愛裕実 

    砂川 愛香 

15   Bye 5 松本 菜月 [8] 9-8(2)  

010171 琉大医学部 松本 菜月 [8] 瀬戸 春菜  

16 013315 琉大医学部 瀬戸 春菜  仲里 春奈 [2] 

010883 フリ－ 知念 美和 [6]  小林 弥生 

17 009787 TCμ 羽田 陽子 知念 美和 [6] 9-8(4)  

   羽田 陽子  

18   Bye 6  福里 涼子 

008281 琉大医学部 仲嶺 澪  稲福 麻衣子 

19 010174 琉大医学部 城間 瑞萌 福里 涼子 8-2  

000022 フリー 福里 涼子 稲福 麻衣子  

20 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 8-2  福里 涼子 

013839 北谷SC 多良間 理沙  稲福 麻衣子 

21 013975 ヴィーナス 清水 春奈 多良間 理沙 8-6  

011535 TCμ 諸見里 直美 清水 春奈  

22 005741 TCμ 豊平 正美 8-1  稲田 江里香 [3] 

    長田 香代子 

23   Bye 4 稲田 江里香 [3] 8-6  

013836 Vamos 稲田 江里香 [3] 長田 香代子  

24 004444 Vamos 長田 香代子  仲里 春奈 [2] 

013837 県総ナイターＴＣ ウォーレン 真理子 [7]  小林 弥生 

25 004819 チーム石川 高良 道子 ウォーレン 真理子 [7] 8-2  

   高良 道子  

26   Bye 8  ウォーレン 真理子 [7] 

    高良 道子 

27   Bye 23 當山 田岐子 9-8(7)  

010116 スーン 當山 田岐子 金城 美佐江  

28 006764 チームK 金城 美佐江  仲里 春奈 [2] 

010182 琉大医学部 本坊 美喜子  小林 弥生 

29 010172 琉大医学部 鈴木 野々香 本坊 美喜子 8-0  

008178 スーン 仲里 早苗 鈴木 野々香  

30 005739 TCμ 佐久川 京子 8-1  仲里 春奈 [2] 

    小林 弥生 

31   Bye 2 仲里 春奈 [2] 8-3  

012977 フリー 仲里 春奈 [2] 小林 弥生  

32 008028 Freedom 小林 弥生  

令和2年7月26日（日）　奥武山公園テニスコート
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 015093 チームわくがわ 新里 佳央里  

   新里 佳央里 

2 010858 首里森庭球倶楽部 及川 敏子 8-3   

    新里 佳央里 

3 004820 Nexus TC 新井 左織  9-7  

   新井 左織  

4   Bye 8   

    肥後 真由美 

5 010127 YKCT 宇良 かやの  8-4  

   宇良 かやの  

6   Bye 3   

    肥後 真由美 

7 008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美  8-4  

   肥後 真由美  

8   Bye 5   

    長嶺 厚音 

9 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音  8-5  

   長嶺 厚音  

10 012893 Nexus TC 高橋 裕子 8-5   

    長嶺 厚音 

11   Bye 4  8-0  

   近藤 美和  

12 015624 名護グリーンクラブ 近藤 美和   

    長嶺 厚音 

13   Bye 7  8-5  

   國仲 美鈴  

14 015742 AUA 國仲 美鈴   

    嘉味田 薫 

15   Bye 2  8-3  

   嘉味田 薫  

16 012901 フリー 嘉味田 薫  

   

女子初級　複
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

015031 チームわくがわ 二宮 祥子 

1 012904 HTJ 神里 八重子 二宮 祥子 

008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美 神里 八重子 

2 015624 名護グリーンクラブ 近藤 美和 8-4  二宮 祥子 

004820 Nexus TC 新井 左織  神里 八重子 

3 008474 レジェンド 村口 恵 新井 左織 8-2  

015603 はにんす 古謝 智子 村口 恵  

4 010254 フリ－ 宮城 由紀 9-7  二宮 祥子 

014995 HTJ 前野 智絵  神里 八重子 

5 012878 HTJ 金城 由佳理 前野 智絵 8-2  

   金城 由佳理  

6   Bye 3  又吉 由美 

005703 マイペース 又吉 由美  新里 千恵美 

7 004921 宮城TC 新里 千恵美 又吉 由美 8-2  

015093 チームわくがわ 新里 佳央里 新里 千恵美  

8 015784 チーム石川 阿波根 美乃 8-2  二宮 祥子 

    神里 八重子 

9   Bye 6 平良 英里子 8-4  

001958 琉大医学部 平良 英里子 野﨑 千穂  

10 015311 琉大医学部 野﨑 千穂  嘉味田 薫 

015091 チームわくがわ 大城 人美  新崎 華奈子 

11 004740 チームわくがわ 我謝 より子 嘉味田 薫 w.o. 

012901 フリー 嘉味田 薫 新崎 華奈子  

12 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 8-0  嘉味田 薫 

011539 HTJ 新垣 愛  新崎 華奈子 

13 013159 HTJ 照屋 美奈子 新垣 愛 8-5  

010127 YKCT 宇良 かやの 照屋 美奈子  

14 010464 YKCT 高嶺 清美 w.o. 野口 五月 

    長嶺 厚音 

15   Bye 2 野口 五月 8-4  

014736 はにんす 野口 五月 長嶺 厚音  

16 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音  

令和2年7月5日（日）奥武山公園テニスコート

令和2年7月26日（日）　奥武山公園テニスコート
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選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

   

1 003553 A'sFactory 井藤 京子 [1]  

   井藤 京子 [1] 

2   Bye 1   

    井藤 京子 [1] 

3 006160 TCμ 崎濱 美智枝  8-1  

   崎濱 美智枝  

4 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 8-2   

    井藤 京子 [1] 

5   Bye 3  9-7  

   根間 和子  

6 004474 フリー 根間 和子   

    儀間 真紀 [2] 

7   Bye 2  8-3  

   儀間 真紀 [2]  

8 004565 Vamos 儀間 真紀 [2]  
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選手登録番号 所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004850 ロイヤル 中山 明美 [1] 

1 003553 A'sFactory 井藤 京子 中山 明美 [1] 

014264 若狭TC 川上 おりえ 井藤 京子 

2 004474 フリー 根間 和子 w.o. 中山 明美 [1] 

004547 TCμ 上江洌 美智子  井藤 京子 

3 014721 チームGOLD 加勢 みさ代 上江洌 美智子 9-7  

010710 ヴィーナス 喜多 倫子 加勢 みさ代  

4 004696 ふぁにーず 池原 純恵 8-6  伊志嶺 初美 [2] 

004883 TRY 小嶺 裕子  儀間 真紀 

5 006160 TCμ 崎濱 美智枝 嘉陽 則子 8-6  

005492 TTT 嘉陽 則子 石原 トモ子  

6 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 8-1  伊志嶺 初美 [2] 

009140 Freedom 佐久川 美代子  儀間 真紀 

7 008650 フリーダム 鎌田 美奈子 伊志嶺 初美 [2] 8-3  

010338 BCテニスクラブ 伊志嶺 初美 [2] 儀間 真紀  

8 004565 Vamos 儀間 真紀 8-0  

令和2年7月5日（日）奥武山公園テニスコート

令和2年7月26日（日）　奥武山公園テニスコート
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004837 チームGOLD 末吉 政子 [1] 

1 004905 チームGOLD 石垣 富子 漢那 美由紀 

003560 ふぁにーず 漢那 美由紀 照屋 智美 

2 004609 ふぁにーず 照屋 智美 8-4  漢那 美由紀 

002952 いちごクラブ 大嶋 弘美  照屋 智美 

3 004550 いちごクラブ 嵩西 園子 宮城 エツ子 [2] 8-6  

004964 いちごクラブ 宮城 エツ子 [2] 高良 紀子  

4 004724 ふぁにーず 高良 紀子 8-2  

   

  

令和2年7月26日（日）　奥武山公園テニスコート


