
第42回ダンロップ杯テニス大会

男子Aクラス
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 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] 

000776 TC Future 多和田 真斗  玉城 翔平 

3 007606 TAGGROUP 富永 健司 多和田 真斗 w.o. 

   富永 健司  

4   Bye 16  宮城 陵太 [1] 

    玉城 翔平 

5   Bye 9 宇座 圭太 8-1  

000752 OTK 宇座 圭太 高江洲 拓実  

6 001011 OTK 高江洲 拓実  宇座 圭太 

    高江洲 拓実 

7   Bye 7 吉田 成帆 8-5  

011966 フリー 吉田 成帆 慶田盛 謙二郎  

8 005073  Nexus TC 慶田盛 謙二郎  宮城 陵太 [1] 

006753 チームわくがわ 奈良 美輝 [4]  玉城 翔平 

9 010083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 奈良 美輝 [4] 8-5  

   萩原 由法  

10   Bye 3  奈良 美輝 [4] 

001063 那覇西高校OB 島袋 望  萩原 由法 

11 001621 フリー 渡名喜 庸太 島袋 望 8-4  

   渡名喜 庸太  

12   Bye 13  奈良 美輝 [4] 

    萩原 由法 

13   Bye 12 新垣 世良 8-5  

000068 フリー 新垣 世良 真名井 響  

14 000403 フリー 真名井 響  久貝 太一 

    友寄 慎之介 

15   Bye 5 久貝 太一 8-5  

000176 フリー 久貝 太一 友寄 慎之介  

16 000009 トラステック 友寄 慎之介  宮城 陵太 [1] 

004787 CLUBでんぷく 内原 伸彦  玉城 翔平 

17 003607 Rise TC 神谷 航 内原 伸彦 8-5  

   神谷 航  

18   Bye 6  内原 伸彦 

014825 TCI 伊佐 敏紀  神谷 航 

19 002315 TCI 徳里 樹 伊佐 敏紀 8-5  

   徳里 樹  

20   Bye 11  島袋 広人 

002715 shot 中村 翔  柚木崎 裕介 

21 003614 TAGテニスアカデミー 大城 祥平 島袋 広人 8-3  

014042 沖電TC 島袋 広人 柚木崎 裕介  

22 005710 W.S 柚木崎 裕介 8-6  島袋 広人 

    柚木崎 裕介 

23   Bye 4 喜久里 紘 [3] 8-5  

006170 W.S 喜久里 紘 [3] 比嘉 要  

24 006269 W.S 比嘉 要  島袋 広人 

000160 YKCT 北見 雄治郎  柚木崎 裕介 

25 000746 YKCT 田村 知大 北見 雄治郎 8-3  

   田村 知大  

26   Bye 8  北見 雄治郎 

004354 沖電TC 仲村渠 明人  田村 知大 

27 013295 フリー 楚南 兼吾 仲村渠 明人 8-6  

   楚南 兼吾  

28   Bye 10  北見 雄治郎 

    田村 知大 

29   Bye 15 屋富祖 亘 9-7  

005746 フリー 屋富祖 亘 浦崎 陽平  

30 005440 沖電TC 浦崎 陽平  仲里 徳晃 [2] 

    名城 政奉 

31   Bye 2 仲里 徳晃 [2] 8-4  

008637 名護グリーンクラブ 仲里 徳晃 [2] 名城 政奉  

32 001572  Nexus TC 名城 政奉  

令和2年9月13日（日）漫湖→奥武山公園テニスコートへ変更



第42回ダンロップ杯テニス大会

男子Bクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

014183 フリー 上江洲 安史 [1] 

1 008509 特進ファイターズ 比嘉 允顕 上江洲 安史 [1] 

010074  Nexus TC 大城 徹也 比嘉 允顕 

2 008423 Y-アダルツ 柳 孝道 8-3  屋富祖 徳充 

011963 BCテニスクラブ 屋富祖 徳充  藤木 敏也 

3 004503 空自那覇 藤木 敏也 屋富祖 徳充 8-3  

016069 フリ－ 呉屋 慧 藤木 敏也  

4 015013 日本郵便㈱ 比嘉 太誠 8-6  屋富祖 徳充 

004515 チームTAKARA 宮城 琴也 [4]  藤木 敏也 

5 004512 チームTAKARA 高良 恭平 宮城 琴也 [4] 8-4  

004858 RMTC　OB 東江 拓海 高良 恭平  

6 004855 RMTC　OB 金城 英樹 9-8(5)  宮城 琴也 [4] 

014568 TEAM ASA-TENI 田中 宏征  高良 恭平 

7 015787 チーム石川 石川 雄一郎 田中 宏征 8-6  

015282 J1 和田 伸也 石川 雄一郎  

8 011868 るりいろ 幸良 拓也 8-4  Tsunaki Nashiro 

009718 琉球大学 大屋 一哉  佐藤 賢持 

9 010370 フリ－ 安慶名 俊平 大屋 一哉 4-3 Ret. 

004464 漫友会 渡慶次 勝次 安慶名 俊平  

10 003590 漫友会ストレート 真栄城 嵩 8-5  Tsunaki Nashiro 

003208 Happiness OKTC Tsunaki Nashiro  佐藤 賢持 

11 015023 一球会 佐藤 賢持 Tsunaki Nashiro 9-7  

014186 フリー 新島 拓 [3] 佐藤 賢持  

12 014185 TRY 越井 雅治 8-4  Tsunaki Nashiro 

009236 玉城軍 上原 卓巳  佐藤 賢持 

13 010130 玉城軍 與那城 章一 亀甲 康成 8-0  

016064 フリ－ 亀甲 康成 真栄喜 清吾  

14 006271 TAMAKI 真栄喜 清吾 8-4  奥平 響 [2] 

004433 フリー 新垣 佳久  郁 雄真 

15 013951 チームK 比嘉 勇希 奥平 響 [2] 8-5  

011619 J1 奥平 響 [2] 郁 雄真  

16 002594 フリー 郁 雄真 8-4  

   

  

令和2年9月12日（土）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

男子Cクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

012500 0-40 名嘉 康 

1 016074 0-40 立間 浩樹 名嘉 康 

   立間 浩樹 

2   Bye 1  名嘉 康 

004250 0-40 又吉 弘  立間 浩樹 

3 004258 0-40 名城 康昌 又吉 弘 8-4  

014170 首里森庭球倶楽部 東迎 暢人 名城 康昌  

4 002200 crew 比嘉 一貴 8-6  名嘉 康 

    立間 浩樹 

5   Bye 3 大田 守晃 8-2  

010008 美来工科高校職員 大田 守晃 新崎 康邦  

6 008412 美来工科高校職員 新崎 康邦  平田 直也 

005785 0-40 平田 直也  比嘉 祐二 

7 006793 0-40 比嘉 祐二 平田 直也 9-7  

013314 ゆいまーるTC 宮城 達史 比嘉 祐二  

8 006947 ゆいまーるTC 比嘉 遼人 8-2  

   

  

令和2年9月12日（土）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

男子Dクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

016063 フリー 久保田 巧輝 

1 016062 フリ－ 真柄 裕治 川満 多己雄 

009759 ST7 川満 多己雄 須田 一誠 

2 014275 フリー 須田 一誠 8-0  伊敷 弘俊 

015001 にこにこテニスクラブ 伊敷 弘俊  大湾 朝明 

3 005767 HEMTEC 大湾 朝明 伊敷 弘俊 8-1  

007751 フリ－ 内藤 雅実 大湾 朝明  

4 010268 フリー 神里 要 9-8(7)  佐野 誠一 

013215 TCμ 安里 学  照屋 和幸 

5 014238 フリー 本永 和志 小柳 邦彦 8-4  

006748 チーム入谷 小柳 邦彦 西條 正美  

6 012934 チームIRIYA 西條 正美 8-3  佐野 誠一 

009119 ザ☆リタ－ン 佐野 誠一  照屋 和幸 

7 006751 ウェーデルンTC 照屋 和幸 佐野 誠一 8-2  

010831 SSS 佐藤 友之 照屋 和幸  

8 006722 県総ナイターＴＣ 島 宏史 8-3  佐野 誠一 

004251 六期会 奥濱 真一  照屋 和幸 

9 004570 ＴＦ 石井 周 浜本 昭 8-6  

005358 TCμ 浜本 昭 金城 正樹  

10 005359 フリー 金城 正樹 8-2  浜本 昭 

008522  Nexus TC 北原 邦彦  金城 正樹 

11 008046 TCμ 大井 明徳 仲松 正樹 8-2  

015411 フリ－ 仲松 正樹 山城 順也  

12 010861 フリー 山城 順也 8-2  浜本 昭 

010146 チャンス 原 篤史  金城 正樹 

13 006231 だぶるちきん 長濱 真太 原 篤史 3-0 Ret. 

014033  Nexus TC 中村 稔 長濱 真太  

14 014032  Nexus TC 知念 績也 8-4  木村 貴宏 

011842 OPC 木村 貴宏  玉城 哲 

15 009672 OPC 玉城 哲 木村 貴宏 8-6  

013828 HTJ 服部 毅 玉城 哲  

16 013158 HTJ 神里 明 8-0  

   

  

令和2年9月12日（土）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

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

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者 

004279 Team Joo 棚原 栄 [1] 

1 004473 新都心倶楽部 高田 明彦 棚原 栄 [1]

004516 世田谷テニスクラブ 仲宗根 学 高田 明彦

2 004574 ウッディーズ 具志川 隆 8-5 上江洌 学

002095 ワープ 嘉手納 良博  儀間 仁

3 004421 チームわくがわ 湧川 重智 上江洌 学 8-2

004546 TCμ 上江洌 学 儀間 仁  

4 005451 チームK 儀間 仁 9-8(3)

   

  

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

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

005748 フリー 比嘉 健 [1] 

1 004479 フリー 浦崎 薫 比嘉 健 [1] 

   浦崎 薫 

2   Bye 1  比嘉 健 [1] 

003617 A'sFactory 井藤 善夫  浦崎 薫 

3 002231 A'sFactory 杉本 博 井藤 善夫 8-2  

009713  Nexus TC 伊波 幸広 杉本 博  

4 007552 首里森庭球倶楽部 儀保 健蔵 8-5  比嘉 健 [1] 

005495 毎日TC 中島 克己  浦崎 薫 

5 004789 あっちゃんず軍団 金城 宏也 平良 博紀 8-1  

004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 比嘉 義行  

6 005420 宮城TC 比嘉 義行 9-7  平良 博紀 

003595 TCμ 上原 敏則  比嘉 義行 

7 015792 木曜会 砂川 光男 嘉数 好規 [2] 7-3 Ret. 

004521 チームK 嘉数 好規 [2] 大村 浩三  

8 006075 朝練クラブ 大村 浩三 8-6  

   

令和2年9月13日（日）漫湖→奥武山公園テニスコートへ変更

令和2年9月13日（日）漫湖→奥武山公園テニスコートへ変更



第42回ダンロップ杯テニス大会

女子Bクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

009153 フリー 小濱 祐奈 [1] 

1 009154 Vamos 金城 美佳 小濱 祐奈 [1] 

   金城 美佳 

2   Bye 1  小濱 祐奈 [1] 

009140 Freedom 佐久川 美代子  金城 美佳 

3 006781 フリーダム 田中 一美 知念 美和 8-0  

010883 フリ－ 知念 美和 羽田 陽子  

4 009787 グロリオサ 羽田 陽子 8-4  小濱 祐奈 [1] 

013839 北谷SC 多良間 理沙  金城 美佳 

5 013975 ヴィーナス 清水 春奈 多良間 理沙 9-7  

004725 TRY 仲西 早苗 清水 春奈  

6 009661 TRY 玉城 りん子 8-4  浦崎 利菜子 [2] 

    浦崎 結子 

7   Bye 2 浦崎 利菜子 [2] 8-1  

001963 フリー 浦崎 利菜子 [2] 浦崎 結子  

8 012913 ヤバメーン 浦崎 結子  

   

  

令和2年9月13日（日）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

女子Cクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

004641 TCμ 太田 かおり 

1 005007 スーン 志村 昌枝 太田 かおり 

008178 スーン 仲里 早苗 志村 昌枝 

2 005739 TCμ 佐久川 京子 8-6  仲俣 愛裕実 

005407 VITORIA 仲俣 愛裕実  砂川 愛香 

3 009739 VITORIA 砂川 愛香 仲俣 愛裕実 8-4  

   砂川 愛香  

4   Bye 8  仲俣 愛裕実 

006177 スーン 下地 孝子  砂川 愛香 

5 006084 TRY 許田 信子 下地 孝子 8-2  

004738 YKCT 与儀 久美子 許田 信子  

6 013179 YKCT 金城 麻美 w.o. 富山 悦子 

004426 Flower＊f 富山 悦子  桃原 春美 

7 004698 ちむちむ 桃原 春美 富山 悦子 8-4  

   桃原 春美  

8   Bye 5  佐藤 優菜 

004471 TRY 後浜 克美  阿波連 詩織 

9 004694 ちむちむ 徳永 増美 後浜 克美 8-2  

004752 プロバンス 宮城 弘子 徳永 増美  

10 004683 宮城TC 田場 美智子 8-3  後浜 克美 

    徳永 増美 

11   Bye 4 倉田 ひろみ 8-3  

008402 TCμ 倉田 ひろみ 杉田 真也  

12 011534 teamTRY 杉田 真也  佐藤 優菜 

013966 県総ナイターＴＣ 佐藤 優菜  阿波連 詩織 

13 005786 VITORIA 阿波連 詩織 佐藤 優菜 8-1  

003603 ライナーズ 池原 亜由美 阿波連 詩織  

14 008060 Freedom 瀬良垣 美賀 8-6  佐藤 優菜 

    阿波連 詩織 

15   Bye 2 早瀬 元子 8-0  

006129 キャロット 早瀬 元子 神谷 利津子  

16 004746 コスモ 神谷 利津子  

   

  

令和2年9月13日（日）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

女子Dクラス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

015039 フリー 崎山 則子 

1 012912 TRY 藤田 香織 崎山 則子 

014995 HTJ 前野 智絵 藤田 香織 

2 015808 HTJ 長島 真唯子 8-3  二宮 祥子 

010127 YKCT 宇良 かやの  神里 八重子 

3 010375 YKCT 榮野元 いね子 二宮 祥子 9-8(3)  

015031 チームわくがわ 二宮 祥子 神里 八重子  

4 012904 HTJ 神里 八重子 8-1  嘉味田 薫 

015791 YKCT 宮野 綾乃  新崎 華奈子 

5 010465 YKCT 島 美玲 宮野 綾乃 8-6  

011539 HTJ 新垣 愛 島 美玲  

6 013159 HTJ 照屋 美奈子 8-5  嘉味田 薫 

012901 フリー 嘉味田 薫  新崎 華奈子 

7 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 嘉味田 薫 8-2  

015093 チームわくがわ 新里 佳央里 新崎 華奈子  

8 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音 8-6  

   

  

令和2年9月13日（日）奥武山公園テニスコート



第42回ダンロップ杯テニス大会

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

選手登録番号 所属団体 Round 1 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  嘉陽 則子 

005492 TTT 嘉陽 則子  石原 トモ子 

3 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 嘉陽 則子 9-8(3)  

   石原 トモ子  

4   Bye 8  上江洌 美智子 

004850 ロイヤル 中山 明美 [3]  加勢 みさ代 

5 003553 A'sFactory 井藤 京子 中山 明美 [3] 8-2  

   井藤 京子  

6   Bye 3  上江洌 美智子 

004547 TCμ 上江洌 美智子  加勢 みさ代 

7 014721 チームGOLD 加勢 みさ代 上江洌 美智子 8-1  

   加勢 みさ代  

8   Bye 5  上江洌 美智子 

004822 プロバンス 仲本 典子  加勢 みさ代 

9 008650 フリーダム 鎌田 美奈子 仲本 典子 8-1  

006611 Ｍ’ｓ 眞榮城 さつき 鎌田 美奈子  

10 000667 宮城TC 神山 美佳 8-2  伊志嶺 初美 [4] 

    儀間 真紀 

11   Bye 4 伊志嶺 初美 [4] 8-2  

010338 BCテニスクラブ 伊志嶺 初美 [4] 儀間 真紀  

12 004565 Vamos 儀間 真紀  伊志嶺 初美 [4] 

    儀間 真紀 

13   Bye 7 棚原 和子 8-4  

004494 TRY 棚原 和子 真境名 淳子  

14 006156 Team Joo 真境名 淳子  喜多 倫子 [2] 

    小林 弥生 

15   Bye 2 喜多 倫子 [2] 8-0  

010710 ヴィーナス 喜多 倫子 [2] 小林 弥生  

16 008028 Freedom 小林 弥生  

   

第42回ダンロップ杯テニス大会

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

選手登録番号 所属団体 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]

004768 チームジェニファー 仲俣 由美 石垣 富子

2 003555 TTT 長嶺 朋子 8-1 宮城 エツ子

004520 チームK 嘉数 三代  高良 紀子

3 000022 フリー 福里 涼子 宮城 エツ子 8-5

004964 いちごクラブ 宮城 エツ子 高良 紀子  

4 004724 ふぁにーず 高良 紀子 8-4

令和2年9月13日（日）奥武山公園テニスコート

令和2年9月13日（日）奥武山公園テニスコート


