
令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子オープン　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 フリー 玉寄 貴也 [1]  

   玉寄 貴也 [1]

2   Bye   

    玉寄 貴也 [1] Q1 

3 015306 琉球大学 廣渡 藍之  6-1

   廣渡 藍之  

4 004503 空自那覇 藤木 敏也 [10] 6-2

    

5 015595 TRY 島袋 貴詞 [2]  

   島袋 貴詞 [2]

6   Bye   

    島袋 貴詞 [2] Q2 

7 007811 琉球大学 高原 景大  7-5

   高原 景大  

8 009052 沖縄国際大学 藤枝 透也 [15] 7-6(4)

    

9 000372 NRK㈱ 福 克之 [3]  

   福 克之 [3]

10   Bye   

    福 克之 [3] Q3 

11 004953 KGTクラブ 大城 博俊  6-4

   儀保 拓夢 [9]  

12 000809 沖縄国際大学 儀保 拓夢 [9] 6-0

    

13 004072 テニスラウンジ糸満 岩渕 悠介 [4]  

   岩渕 悠介 [4]

14   Bye   

    石嶺 海斗 [11] Q4 

15 007455 沖縄国際大学 饒辺 達斗  6-2

   石嶺 海斗 [11]  

16 000719 オールフリー 石嶺 海斗 [11] 6-1

    

17 016429 琉球大学 塩見 武史 [5]  

   塩見 武史 [5]

18   Bye   

    塩見 武史 [5] Q5 

19 015293 フリー 野田 健一郎  6-2

   野田 健一郎  

20 012496 美ら海ビレッジ 青地 正哉 [12] 6-4

    

21 004450 （社）白樺会 島尻 哲至 [6]  

   島尻 哲至 [6]

22   Bye   

    島尻 哲至 [6] Q6 

23 014825 TCI 伊佐 敏紀  6-0

   伊佐 敏紀  

24 015024 NST 西村 明将 [14] 6-3

    

25 006309 漫友会 鉢嶺 清章 [7]  

   鉢嶺 清章 [7]

26   Bye   

    鉢嶺 清章 [7] Q7 

27 008040 フリー 長崎 祐太朗  7-5

   長崎 祐太朗  

28 009048 沖縄国際大学 長濱 優太 [13] 7-5

    

29 004499 沖縄県労働金庫 喜屋武 隆太 [8]  

   喜屋武 隆太 [8]

30   Bye   

    喜屋武 隆太 [8] Q8 

31 015783 フリー 島袋 昭平  6-1

   島袋 昭平  

32 006835 琉球大学 與那 太一 [16] 6-4

令和３年１０月２３日（土）奥武山公園テニスコート

※予選終了次第、本戦の
　　抽選を行います。



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子オープン　単-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

    

1 002642  チームSTEP 島袋 響 [1]  

    島尻 哲至
2 004450 Q （社）白樺会 島尻 哲至 6-2  

     島尻 哲至

3 000047  shot 喜名 景太  6-2

    仲村渠 明人  

4 004354  沖電TC 仲村渠 明人 6-4  

     島尻 哲至

5 009718  琉球大学 大屋 一哉  7-6(6)

    大屋 一哉  

6 006309 Q 漫友会 鉢嶺 清章 6-1  

     名城 政奉

7 001572  Nexus TC 名城 政奉  6-2

    名城 政奉  

8 001621  SODT 渡名喜 庸太 [5] 6-1  

     島尻 哲至

9 001441  BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 [3]  6-3

    石嶺 海斗  

10 000719 Q オールフリー 石嶺 海斗 6-1  

     石嶺 海斗

11 005742  おきなわスポーツイノベーション協会(株) 石村 幸慎  7-6(3)

    大山 凌弥  

12 000899  チャレンジ 大山 凌弥 4-0 Ret.  

     新里 朝彦 [6]

13 005746  UTC 屋富祖 亘  6-4

    屋富祖 亘  

14 005073  Nexus TC 慶田盛 謙二郎 6-3  

     新里 朝彦 [6]

15 006292 Q フリー 玉寄 貴也  6-3

    新里 朝彦 [6]  

16 004146  UTC 新里 朝彦 [6] 6-1  

     島尻 哲至

17 014042  沖電TC 島袋 広人 [7]  6-4

    島袋 広人 [7]  

18 004498  久米島高校職員 山内 恵今 6-0  

     島袋 広人 [7]

19 001288  SODT 松野 義輝  6-1

    比嘉 太誠  

20 015013  日本郵便㈱ 比嘉 太誠 6-0  

     玉城 翔平 [4]

21 005440  沖電TC 浦崎 陽平  6-4

    柚木崎 裕介  

22 005710  W.S 柚木崎 裕介 7-5  

     玉城 翔平 [4]

23 015595 Q TRY 島袋 貴詞  6-3

    玉城 翔平 [4]  

24 000270  琉球総合保険サポート 玉城 翔平 [4] 6-3  
     玉城 翔平 [4]

25 010083  ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 [8]  7-5

    萩原 由法 [8]  

26 000372 Q NRK㈱ 福 克之 6-3  

     萩原 由法 [8]

27 002715  shot 中村 翔  4-3 Ret.

    富永 健司  

28 007606  TAGテニスアカデミー 富永 健司 6-3  

     萩原 由法 [8]

29 016429 Q 琉球大学 塩見 武史  6-3

    喜屋武 隆太  

30 004499 Q 沖縄県労働金庫 喜屋武 隆太 6-3  

     平良 康太郎

31 014234  琉大医学部 岡田 雅海  6-2

    平良 康太郎  

32 001469  友愛医療センター 平良 康太郎 [2] 6-4

令和３年１０月３０日（土）奥武山公園テニスコート



会員番号 所属 氏名 会員番号 氏名 所属

1 2642 チームSTEP 島袋 響 Q1 006292 フリー 玉寄 貴也

2 1469 友愛医療センター 平良 康太郎 Q2 015595 TRY 島袋 貴詞

3 1441 BCテニスクラブ 伊沢 伸悟 Q3 000372 NRK㈱ 福 克之

4 270 琉球総合保険サポート 玉城 翔平 Q4 000719 オールフリー 石嶺 海斗

5 1621 SODT 渡名喜 庸太 Q5 016429 琉球大学 塩見 武史

6 4146 UTC 新里 朝彦 Q6 004450 （社）白樺会 島尻 哲至

7 14042 沖電TC 島袋 広人 Q7 006309 漫友会 鉢嶺 清章

8 10083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 Q8 004499 沖縄県労働金庫 喜屋武 隆太

9 5710 W.S 柚木崎 裕介 LL1

10 9718 琉球大学 大屋 一哉 LL2

11 899 チャレンジ 大山 凌弥 LL3

12 15013 日本郵便㈱ 比嘉 太誠 LL4

13 4498 久米島高校職員 山内 恵今 LL5

14 7606 TAGテニスアカデミー 富永 健司 LL6

15 47 shot 喜名 景太 LL7

16 5742 おきなわスポーツイノベーション協会(株) 石村 幸慎 LL8

17 14234 琉大医学部 岡田 雅海

18 5073 Nexus TC 慶田盛 謙二郎

19 5746 UTC 屋富祖 亘

20 4354 沖電TC 仲村渠 明人

21 5440 沖電TC 浦崎 陽平

22 2715 shot 中村 翔

23 1288 SODT 松野 義輝

24 1572 Nexus TC 名城 政奉

令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

予選勝者及びラッキールーザー(LL)男子オープン 単-本戦 ストレートイン及びシード

※本戦の抽選は、１０月２３日（土）の予選終
了次第に、予選会場で行います。



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　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 004512 チームTAKARA 高良 恭平 [1]  

   高良 恭平 [1] 稲田 英樹 [8]

2   Bye 1   6-0

    高良 恭平 [1] 

3 002694 realize 眞喜志 康太  7-5  

   眞喜志 康太  

4 004534 漫友会 津田 丈生 6-1   

    浦崎 政臣 [13] 

5 016754 Happiness OKTC KADENA Brian Kha  6-2  

   Brian Kha  

6 012490 フリー 真栄平 良 w.o.  

    浦崎 政臣 [13] 

7   Bye 15  6-0  

   浦崎 政臣 [13]  

8 006606 フリー 浦崎 政臣 [13]   

    日渡 健二 [9] 

9 008523 フリー 日渡 健二 [9]  6-2  

   日渡 健二 [9]  

10   Bye 9   

    日渡 健二 [9] 

11 013951 YKCT 比嘉 勇希  6-3  

   比嘉 勇希  

12 016082 フリー 八木 洸樹 6-2   

    日渡 健二 [9] 

13 016095 フリー 内間 貴紀  6-1  

   内間 貴紀  

14 014864 TEAM ASA-TENI 前川 考治 w.o.  

    渡邉 健二 [6] 

15   Bye 7  6-3  

   渡邉 健二 [6]  

16 016313 高カロリーズ 渡邉 健二 [6]   

    饒波 佑 [15]

17 015023 NST 佐藤 賢持 [4]  6-3

   佐藤 賢持 [4]  

18   Bye 3   

    佐藤 賢持 [4] 

19 004516 世田谷テニスクラブ 仲宗根 学  6-1  

   仲宗根 学  

20   Bye 29   

    饒波 佑 [15] 

21   Bye 20  7-5  

   宮城 琴也  

22 004515 チームTAKARA 宮城 琴也   

    饒波 佑 [15] 

23   Bye 13  6-1  

   饒波 佑 [15]  

24 015309 フリー 饒波 佑 [15]   

    饒波 佑 [15] 

25 011619 J1 奥平 響 [12]  6-1  

   奥平 響 [12]  

26   Bye 11   

    奥平 響 [12] 

27 008063 高カロリーズ 東 秀隆  6-4  

   東 秀隆  

28 011542 STS Stoyan (ベン) Popov 7-6(6)   

    奥平 響 [12] 

29 006722 ケンテニ 島 宏史  6-4  

   山田 智久  

30 014993 TCμ 山田 智久 6-2   

    宮道 喜一 [7] 

31   Bye 5  6-4  

   宮道 喜一 [7]  

32 015190 Nexus TC 宮道 喜一 [7]  

令和３年１０月２３日（土）奥武山公園テニスコート

決勝戦
饒波 佑 [15] 

稲田 英樹 [8] 



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　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 013835 フリ－ 稲田 英樹 [8]  

   稲田 英樹 [8] 

34   Bye 6   

    稲田 英樹 [8] 

35 010058 フリー 座間味 佳孝  6-0  

   座間味 佳孝  

36 009672 OPC 玉城 哲 6-1   

    稲田 英樹 [8] 

37 008545 フリー 比嘉 成人  6-0  

   川勝 忠  

38 004833 ウッディーズ 川勝 忠 6-1   

    伊能 彰英 [10] 

39   Bye 12  6-4  

   伊能 彰英 [10]  

40 016086 高カロリーズ 伊能 彰英 [10]   

    稲田 英樹 [8] 

41 016310 高カロリーズ 右京 大佑 [16]  6-2  

   右京 大佑 [16]  

42   Bye 14   

    右京 大佑 [16] 

43   Bye 46  6-1  

   金城 孝也  

44 014866 TCμ 金城 孝也   

    右京 大佑 [16] 

45 016490 TCμ 平良 圭  6-3  

   根間 孝幸  

46 001781 あっちゃんず軍団 根間 孝幸 6-3   

    根間 孝幸 

47   Bye 4  6-3  

   石川 一彦 [3]  

48 004840 TB 石川 一彦 [3]   

    稲田 英樹 [8]

49 004457 フリー 石原 克昭 [5]  6-1

   石原 克昭 [5]  

50   Bye 8   

    名城 綱基 

51 010267 TEAM ASA-TENI 上間 正彦  6-4  

   名城 綱基  

52 003208 TRY 名城 綱基 6-2   

    名城 綱基 

53 013834 とくいち 渡辺 星士  6-3  

   石川 太志  

54 003073 フリー 石川 太志 6-1   

    照屋 信斗 [11] 

55   Bye 10  6-2  

   照屋 信斗 [11]  

56 013177 玉城軍 照屋 信斗 [11]   

    名城 綱基 

57 009807 ケンテニ 福原 大希 [14]  6-4  

   福原 大希 [14]  

58   Bye 16   

    福原 大希 [14] 

59 002594 フリー 郁 雄真  7-5  

   郁 雄真  

60   Bye 18   

    大久保 洋 [2] 

61 001442 クローバー 銘苅 裕二  6-0  

   銘苅 裕二  

62 006887 TCμ 大西 誠司 7-6(4)   

    大久保 洋 [2] 

63   Bye 2  6-2  

   大久保 洋 [2]  

64 004838 高カロリーズ 大久保 洋 [2]  

令和３年１０月２３日（土）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子初級　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 016441 Happiness OKTC KADENA Marcus Mingo  

   瀧口 真也 

2 014874 フリー 瀧口 真也 6-4   

    木村 貴宏 

3 011842 OPC 木村 貴宏  6-1  

   木村 貴宏  

4 004794 サンデーズ 山本 明 6-0   

    田本 尚規 

5 016220 チームわくがわ 國仲 俊幸  6-3  

   國仲 俊幸  

6 009752 ガチンコ 上原 紀幸 6-3   

    田本 尚規 

7 016437 名護グリーンクラブ 田本 尚規  6-2  

   田本 尚規  

8 006231 だぶるちきん 長濱 真太 6-2   

    與那嶺 匡 

9 014181 Nexus TC 國吉 豊  6-2  

   檀上 元  

10 016428 フリ－ 檀上 元 7-5   

    檀上 元 

11 010008 高校教員 大田 守晃  6-2  

   大田 守晃  

12 013828 HTJ 服部 毅 6-0   

    與那嶺 匡 

13 016214 あっちゃんず軍団 嘉陽田 朝之  6-0  

   嘉陽田 朝之  

14 015617 TCμ 呉屋 太造 6-2   

    與那嶺 匡 

15 005358 TC 浜本 昭  6-2  

   與那嶺 匡  

16 012497 ゆいまーるTC 與那嶺 匡 6-4   

    與那嶺 匡

17 015498 北谷SC 赤嶺 朝司  6-2

   赤嶺 朝司  

18 005733 あっちゃんず軍団 城間 睦之 w.o.  

    平原 勇俊 

19 014877 フリー 平原 勇俊  6-2  

   平原 勇俊  

20 013288 TCμ 宮里 清 6-0   

    平原 勇俊 

21 007751 フリ－ 内藤 雅実  7-6(3)  

   内藤 雅実  

22 009223 木漫TC 近藤 勝敏 6-0   

    内藤 雅実 

23 014815 HTJ 前野 信哉  6-4  

   前野 信哉  

24 004286 JTA 小橋 悟 6-4   

    真栄喜 清吾 

25 016433 県総ナイターＴＣ 中村 真  6-1  

   中村 真  

26 016488 名護グリーンクラブ 神山 佳一郎 6-1   

    中村 真 

27 008156 フリー 砂川 雅哉  6-1  

   阿波根 優  

28 016217 チームわくがわ 阿波根 優 6-4   

    真栄喜 清吾 

29 009772 中部医師会（訪看） 金良 勝夫  6-0  

   金良 勝夫  

30 014309 さんくらぶ 江頭 勝彦 6-3   

    真栄喜 清吾 

31 007552 Nexus TC 儀保 健蔵  6-1  

   真栄喜 清吾  

32 006271 TAPIC 真栄喜 清吾 6-1  

令和３年１０月２３日（土）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子３５　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 008139 結TC 芳澤 亮 [1]  

   芳澤 亮 [1] 

2   Bye 1   

    芳澤 亮 [1] 

3 010061 漫友会ストレート 宮城 年男  7-6(2)  

   宮城 年男  

4 012959 MRS 佐久間 辰夫 6-2   

    高良 翔也 [3] 

5 006609 フリー 高良 翔也 [3]  6-4  

   高良 翔也 [3]  

6   Bye 3   

    高良 翔也 [3] 

7 010074 Nexus TC 大城 徹也  6-3  

   大城 徹也  

8 004799 アルファＴＣ 金城 孝 6-3   

    佐藤 陽介 [4] 

9 006190 フリー 小山 宏樹  6-4  

   田中 宏征  

10 014568 TEAM ASA-TENI 田中 宏征 6-0   

    佐藤 陽介 [4] 

11   Bye 4  6-2  

   佐藤 陽介 [4]  

12 014733 ベテルギウス 佐藤 陽介 [4]   

    佐藤 陽介 [4] 

13 005744 ワープ 仲眞 亮  6-1  

   石川 雄一郎  

14 015787 FOCUS 石川 雄一郎 6-2   

    湧川 重智 [2] 

15   Bye 2  5-3 Ret. 

   湧川 重智 [2]  

16 004421 チームわくがわ 湧川 重智 [2]  

   

  

令和３年１０月２３日（土）漫湖市民テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子４５　単-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   

1 004791 太陽クラブ 仲間 良樹 [1]  

   仲間 良樹 [1] 

2   Bye 1   

    仲間 良樹 [1] 

3 008700 フリー 玉城 秀亀  6-1  

   伊藤 康浩  

4 008143 フリー 伊藤 康浩 6-4   

    仲間 良樹 [1] 

5 004796 Nexus TC 西元 雄一郎  6-2  

   西元 雄一郎  

6 004546 TCμ 上江洌 学 7-6(3)   

    大城 仁 [2] 

7 015053 フリー 神里 力  6-2  

   大城 仁 [2]  

8 006794 TEAM ASA-TENI 大城 仁 [2] 6-3  

   

   

  

令和３年１０月２３日（土）漫湖市民テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子５５　単-本戦 令和３年１０月２３日（土）漫湖市民テニスコート

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

   

1 004479 フリー 浦崎 薫 [1]  

   浦崎 薫 [1] 

2   Bye 1   

    浦崎 薫 [1] 

3 003617 A'sFactory 井藤 善夫  6-4  

   井藤 善夫  

4 003599 朝練クラブ 石川 清昭 6-3   

    浦崎 薫 [1] 

5 013175 沖縄イリョーサービス 岩田 浩輝 [3]  6-2  

   岩田 浩輝 [3]  

6 014182 TAGテニスアカデミー 古田 佳史 w.o.  

    岩田 浩輝 [3] 

7 002231 A'sFactory 杉本 博  6-2  

   杉本 博  

8 015741 GenTS 玉城 正幸 6-1   

    浦崎 薫 [1] 

9 004700 フリー 赤嶺 優  6-4  

   伊敷 弘俊  

10 015001 にこにこテニスクラブ 伊敷 弘俊 6-1   

    嘉手納 良博 [4] 

11 011822 チャレンジ 平良 等  6-0  

   嘉手納 良博 [4]  

12 002095 ワープ 嘉手納 良博 [4] 7-6(2)   

    前仲 清浩 [2] 

13 006075 朝練クラブ 大村 浩三  6-1  

   大村 浩三  

14 004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 6-2   

    前仲 清浩 [2] 

15 008098 DOWN THE LINE 赤羽 利夫  6-1  

   前仲 清浩 [2]  

16 004238 ワープ 前仲 清浩 [2] 6-0  

   

  



令和３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 

000176 日本郵便㈱ 久貝 太一 [1] 

1 000270 琉球総合保険サポート 玉城 翔平 久貝 太一 [1] 

   玉城 翔平 

2   Bye 1  久貝 太一 [1] 

000047 shot 喜名 景太  玉城 翔平 

3 005440 沖電TC 浦崎 陽平 喜名 景太 6-2  

015306 琉球大学 廣渡 藍之 浦崎 陽平  

4 007811 琉球大学 高原 景大 6-4  久貝 太一 [1] 

004499 沖縄県労働金庫 喜屋武 隆太  玉城 翔平 

5 004146 UTC 新里 朝彦 儀保 拓夢 6-3  

000809 沖縄国際大学 儀保 拓夢 慶田盛 謙二郎  

6 005073 Nexus TC 慶田盛 謙二郎 6-4  大山 凌弥 [8] 

    島袋 響 

7   Bye 7 大山 凌弥 [8] 6-3  

000899 チャレンジ 大山 凌弥 [8] 島袋 響  

8 002642 チームSTEP 島袋 響  久貝 太一 [1] 

005710 W.S 柚木崎 裕介 [3]  玉城 翔平 

9 006269 W.S 比嘉 要 柚木崎 裕介 [3] 6-0  

   比嘉 要  

10   Bye 3  柚木崎 裕介 [3] 

001063 SODT 島袋 望  比嘉 要 

11 015013 日本郵便㈱ 比嘉 太誠 島袋 望 6-0  

007141 沖縄国際大学 東 生流 比嘉 太誠  

12 007455 沖縄国際大学 饒辺 達斗 6-3  柚木崎 裕介 [3] 

016429 琉球大学 塩見 武史  比嘉 要 

13 006835 琉球大学 與那 太一 塩見 武史 6-2  

   與那 太一  

14   Bye 21  兼次 竜佑 [7] 

    石村 幸慎 

15   Bye 5 兼次 竜佑 [7] 6-1  

009116 日本郵便㈱ 兼次 竜佑 [7] 石村 幸慎  

16 005742 おきなわスポーツイノベーション協会(株) 石村 幸慎  北見 雄治郎 [2] 

005746 UTC 屋富祖 亘 [6]  田村 知大 

17 010083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 屋富祖 亘 [6] 6-3  

   萩原 由法  

18   Bye 6  崎枝 大風 

001899 SODT 崎枝 大風  松野 義輝 

19 001288 SODT 松野 義輝 崎枝 大風 6-3  

004511 空自那覇 塚本 祐一 松野 義輝  

20 004503 空自那覇 藤木 敏也 6-3  喜久里 紘 [4] 

011800 フリー 東江 隆弥  島袋 広人 

21 006292 フリー 玉寄 貴也 東江 隆弥 6-2  

009718 琉球大学 大屋 一哉 玉寄 貴也  

22 014234 琉大医学部 岡田 雅海 7-5  喜久里 紘 [4] 

    島袋 広人 

23   Bye 4 喜久里 紘 [4] 6-3  

006170 W.S 喜久里 紘 [4] 島袋 広人  

24 014042 沖電TC 島袋 広人  北見 雄治郎 [2] 

011966 琉球大学 吉田 成帆 [5]  田村 知大 

25 001572 Nexus TC 名城 政奉 吉田 成帆 [5] 6-2  

   名城 政奉  

26   Bye 8  吉田 成帆 [5] 

014825 TCI 伊佐 敏紀  名城 政奉 

27 015293 フリー 野田 健一郎 伊佐 敏紀 6-1  

015595 TRY 島袋 貴詞 野田 健一郎  

28 015024 NST 西村 明将 6-2  北見 雄治郎 [2] 

016069 SODT 呉屋 慧  田村 知大 

29 001621 SODT 渡名喜 庸太 仲村渠 明人 6-1  

004354 沖電TC 仲村渠 明人 楚南 兼吾  

30 013295 フリー 楚南 兼吾 6-1  北見 雄治郎 [2] 

    田村 知大 

31   Bye 2 北見 雄治郎 [2] 7-6(6)  

000160 YKCT 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

32 000746 YKCT 田村 知大  

令和３年１０月２４日（日）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子中級　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 

015023 NST 佐藤 賢持 [1] 

1 003208 TRY 名城 綱基 佐藤 賢持 [1] 

   名城 綱基 

2   Bye 1  佐藤 賢持 [1] 

003595 TCμ 上原 敏則  名城 綱基 

3 015792 木曜会 砂川 光男 川崎 俊 6-3  

013223 フリー 川崎 俊 田場 盛大  

4 011998 フリー 田場 盛大 6-4  佐藤 賢持 [1] 

    名城 綱基 

5   Bye 9 宮里 悠斗 6-1  

010405 フリー 宮里 悠斗 降谷 暁  

6 015826 フリー 降谷 暁  宮城 豊 [7] 

    照屋 信斗 

7   Bye 7 宮城 豊 [7] 6-0  

009253 MTC 宮城 豊 [7] 照屋 信斗  

8 013177 玉城軍 照屋 信斗  佐藤 賢持 [1] 

015282 J1 和田 伸也 [3]  名城 綱基 

9 011868 るりいろ 幸良 拓也 和田 伸也 [3] 6-4  

   幸良 拓也  

10   Bye 3  松山 玄徳 

004080 フリー 上原 秀樹  石原 克昭 

11 006722 ケンテニ 島 宏史 松山 玄徳 7-6(5)  

016221 FIVE FANTASISTA 松山 玄徳 石原 克昭  

12 004457 フリー 石原 克昭 6-0  渡名喜 庸市 [8] 

016444 フリー 大城 浩輝  眞喜志 康太 

13 003073 フリー 石川 太志 大城 浩輝 6-2  

   石川 太志  

14   Bye 21  渡名喜 庸市 [8] 

    眞喜志 康太 

15   Bye 5 渡名喜 庸市 [8] 6-0  

004493 ゆいまーるTC 渡名喜 庸市 [8] 眞喜志 康太  

16 002694 realize 眞喜志 康太  儀間 仁 [5] 

003591 KKT 古謝 浩一 [6]  稲田 英樹 

17 007754 KKT 砂邊 尚仁 古謝 浩一 [6] 6-3  

   砂邊 尚仁  

18   Bye 6  古謝 浩一 [6] 

011542 STS Stoyan (ベン) Popov  砂邊 尚仁 

19 004534 漫友会 津田 丈生 Stoyan (ベン) Popov 6-3  

   津田 丈生  

20   Bye 11  古謝 浩一 [6] 

001781 あっちゃんず軍団 根間 孝幸  砂邊 尚仁 

21 013951 YKCT 比嘉 勇希 根間 孝幸 6-3  

014286 TAGテニスアカデミー 松田 拓也 比嘉 勇希  

22 000403 フリー 真名井 響 w.o. 宮城 琴也 [4] 

    高良 恭平 

23   Bye 4 宮城 琴也 [4] 6-1  

004515 チームTAKARA 宮城 琴也 [4] 高良 恭平  

24 004512 チームTAKARA 高良 恭平  儀間 仁 [5] 

005451 フリ－ 儀間 仁 [5]  稲田 英樹 

25 013835 フリ－ 稲田 英樹 儀間 仁 [5] 6-4  

   稲田 英樹  

26   Bye 8  儀間 仁 [5] 

008019 GTC 仲村 祐史  稲田 英樹 

27 010058 フリー 座間味 佳孝 座間味 宗哉 6-4  

016726 ケンテニ 座間味 宗哉 福原 大希  

28 009807 ケンテニ 福原 大希 6-2  儀間 仁 [5] 

014993 TCμ 山田 智久  稲田 英樹 

29 016193 SSS 青木 潤 橋本 亘 6-1  

010869 くるめ 橋本 亘 照屋 和幸  

30 006751 フリ－ 照屋 和幸 6-1  橋本 亘 

    照屋 和幸 

31   Bye 2 奥平 響 [2] 6-2  

011619 J1 奥平 響 [2] 郁 雄真  

32 002594 フリー 郁 雄真  

令和３年１０月２４日（日）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子初級　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 

009752 ガチンコ 上原 紀幸 

1 002995 ガチンコ 稲福 学 上原 紀幸 

   稲福 学 

2   Bye 1  前野 信哉 

016756 ぴよぴよ 平良 健太  波田 真一郎 

3 016755 ぴよぴよ 新城 優作 前野 信哉 6-1  

014815 HTJ 前野 信哉 波田 真一郎  

4 015788 フリ－ 波田 真一郎 7-5  屋良 憲治 

015092 チームわくがわ 新里 茂希  松野 孝政 

5 016217 チームわくがわ 阿波根 優 仲村渠 光 7-5  

016750 AUA 仲村渠 光 金城 清久  

6 005427 サンテニス 金城 清久 6-4  屋良 憲治 

011851 首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  松野 孝政 

7 014170 沖縄森永 東迎 暢人 屋良 憲治 6-2  

016752 テニスサークル 屋良 憲治 松野 孝政  

8 016751 テニスラウンジ糸満 松野 孝政 6-1  屋良 憲治 

013157 HTJ 廣澤 英治  松野 孝政 

9 014167 STCR 梅木 寿治 廣澤 英治 6-2  

   梅木 寿治  

10   Bye 3  中村 真 

010146 チャンス 原 篤史  渡口 良人 

11 006231 だぶるちきん 長濱 真太 中村 真 6-1  

016433 県総ナイターＴＣ 中村 真 渡口 良人  

12 014818 県総ナイターＴＣ 渡口 良人 6-3  中村 真 

015095 DOWN THE LINE 池村 恒平  渡口 良人 

13 016200 チームわくがわ 澤紙 教克 伊藤 稔 7-5  

016447 テニスサークル 伊藤 稔 城田 周一  

14 016445 テニスサークル 城田 周一 6-4  伊藤 稔 

    城田 周一 

15   Bye 5 喜納 弘樹 6-1  

016211 首里森庭球倶楽部 喜納 弘樹 嘉陽田 朝之  

16 016214 あっちゃんず軍団 嘉陽田 朝之  真栄喜 清吾 

016437 名護グリーンクラブ 田本 尚規  金良 勝夫 

17 016488 名護グリーンクラブ 神山 佳一郎 田本 尚規 w.o. 

010008 高校教員 大田 守晃 神山 佳一郎  

18 008412 高校教員 新崎 康邦 6-3  田本 尚規 

016190 さんくらぶ 三宅 浩司  神山 佳一郎 

19 014309 さんくらぶ 江頭 勝彦 國吉 豊 7-6(3)  

014181 Nexus TC 國吉 豊 新垣 豊  

20 004236 TORIIマングース 新垣 豊 6-4  内藤 雅実 

015090 チームわくがわ 名嘉 正繁  神里 要 

21 016220 チームわくがわ 國仲 俊幸 内藤 雅実 7-5  

007751 フリ－ 内藤 雅実 神里 要  

22 010268 TCμ 神里 要 6-2  内藤 雅実 

    神里 要 

23   Bye 4 奥濱 真一 6-3  

004251 SSS 奥濱 真一 石井 周  

24 004570 ＴＦ 石井 周  真栄喜 清吾 

006748 フリー 小柳 邦彦  金良 勝夫 

25 012934 チームIRIYA 西條 正美 小柳 邦彦 7-5  

   西條 正美  

26   Bye 8  浜本 昭 

005358 TC 浜本 昭  金城 正樹 

27 005359 フリー 金城 正樹 浜本 昭 6-3  

009146 TRY 仲田 操 金城 正樹  

28 016439 TRY 遠藤 聡志 6-4  真栄喜 清吾 

013288 TCμ 宮里 清  金良 勝夫 

29 015286 テニスラウンジ糸満 成竹 義隆 儀保 健蔵 6-2  

007552 Nexus TC 儀保 健蔵 大嶺 政信  

30 004112 ＴＫ倶楽部 大嶺 政信 6-0  真栄喜 清吾 

    金良 勝夫 

31   Bye 2 真栄喜 清吾 7-5  

006271 TAPIC 真栄喜 清吾 金良 勝夫  

32 009772 中部医師会（訪看） 金良 勝夫  

令和３年１０月２４日（日）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

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

014733 ベテルギウス 佐藤 陽介 [1] 

1 008139 結TC 芳澤 亮 佐藤 陽介 [1] 

   芳澤 亮 

2   Bye 1  佐藤 陽介 [1] 

010061 漫友会ストレート 宮城 年男  芳澤 亮 

3 004421 チームわくがわ 湧川 重智 宮城 年男 6-3  

014568 TEAM ASA-TENI 田中 宏征 湧川 重智  

4 015787 FOCUS 石川 雄一郎 6-4  佐藤 陽介 [1] 

004787 CLUBでんぷく 内原 伸彦 [3]  芳澤 亮 

5 003607 Rise TC 神谷 航 内原 伸彦 [3] 6-2  

   神谷 航  

6   Bye 3  内原 伸彦 [3] 

004448 HEMTEC 伊佐 真也  神谷 航 

7 013964 ワープ 島袋 章浩 伊佐 真也 6-1  

   島袋 章浩  

8   Bye 5  佐藤 陽介 [1] 

    芳澤 亮 

9   Bye 6 佐久間 辰夫 6-0  

012959 MRS 佐久間 辰夫 大島 竜太  

10 012473 MRS 大島 竜太  佐久間 辰夫 

    大島 竜太 

11   Bye 4 名嘉眞 翼 [4] 6-4  

011538 UTC 名嘉眞 翼 [4] 喜納 祐市  

12 002239 漫友会ストレート 喜納 祐市  仲眞 亮 [2] 

004279 Team Joo 棚原 栄  外間 正樹 

13 012890 Team Joo 藤森 慶太郎 棚原 栄 6-1  

   藤森 慶太郎  

14   Bye 10  仲眞 亮 [2] 

    外間 正樹 

15   Bye 2 仲眞 亮 [2] w.o. 

005744 ワープ 仲眞 亮 [2] 外間 正樹  

16 004895 ベテルギウス 外間 正樹  

   

  

令和３年１０月３０日（土）奥武山公園テニスコート



令和３年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

男子５５　複 令和３年１０月３０日（土）奥武山公園テニスコート

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 嘉数 好規 7-6(4)

004521 チームK 嘉数 好規 大村 浩三  

4 006075 朝練クラブ 大村 浩三 6-1 比嘉 健 [1]

015001 にこにこテニスクラブ 伊敷 弘俊  浦崎 薫

5 005767 HEMTEC 大湾 朝明 平良 博紀 6-4

004884 ㈱沖縄ダイケン 平良 博紀 比嘉 義行  

6 005420 宮城TC 比嘉 義行 w.o. 新城 隆 [2]

016749 フリー 久貝 順治  真境名 啓

7 009713 Nexus TC 伊波 幸広 新城 隆 [2] 6-1

004525 Team Joo 新城 隆 [2] 真境名 啓  

8 004524 Team Joo 真境名 啓 w.o.

   

  


