
令和4年度夏季テニス大会

女子オープン　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 015042 ヤバメーン 濵田 明世 [1]  

   濵田 明世 [1] 

2   Bye 1   

    濵田 明世 [1] 

3 015801 フリー 中村 恵莉菜  8-1  

   中村 恵莉菜  

4   Bye 8   

    新本 樹奈 

5 004066 FIVE FANTASISTA 當眞 帆夏 [4]  8-2  

   當眞 帆夏 [4]  

6   Bye 3   

    新本 樹奈 

7 000695 沖縄海邦銀行 新本 樹奈  8-0  

   新本 樹奈  

8 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈 8-2   

    新本 樹奈

9   Bye 6  8-1

   我那覇 みなみ  

10 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ   

    我那覇 みなみ 

11   Bye 4  8-5  

   久手堅 周子 [3]  

12 016195 ヤバメーン 久手堅 周子 [3]   

    小川 万理子 

13   Bye 7  8-1  

   小川 万理子  

14 007570 ヤバメーン 小川 万理子   

    小川 万理子 

15   Bye 2  8-4  

   儀間 真紀 [2]  

16 004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [2]  

   

  

令和４年７月２３日（土）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 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 005786 ESFORCO 阿波連 詩織 [1]  

   阿波連 詩織 [1] 

2   Bye 1   

    阿波連 詩織 [1] 

3 016846 フリー 牧迫 夏奈子  8-4  

   鎌田 美奈子  

4 008650 Freedom 鎌田 美奈子 8-2   

    阿波連 詩織 [1] 

5   Bye 9  8-0  

   宮里 愛香  

6 009739 Nexus TC 宮里 愛香   

    宮里 愛香 

7   Bye 7  8-1  

   二宮 祥子 [6]  

8 015031 FOCUS 二宮 祥子 [6]   

    阿波連 詩織 [1] 

9 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 [4]  8-0  

   新崎 華奈子 [4]  

10   Bye 3   

    神里 八重子 

11 012904 HTJ 神里 八重子  8-5  

   神里 八重子  

12 010465 YKCT 島 美玲 8-3   

    小林 あゆみ [8] 

13   Bye 12  8-5  

   上田 姫依  

14 016977 琉球大学 上田 姫依   

    小林 あゆみ [8] 

15   Bye 5  8-2  

   小林 あゆみ [8]  

16 009213 フリ－ 小林 あゆみ [8]   

    田口 星奈 

17 008068 ケンテニ 玉寄 紀子 [7]  8-0  

   玉寄 紀子 [7]  

18   Bye 6   

    田口 星奈 

19 017000 フリー 田口 星奈  8-2  

   田口 星奈  

20 005407 Nexus TC 仲俣 愛裕実 8-1   

    田口 星奈 

21   Bye 14  8-3  

   肥後 真由美  

22 008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美   

    安次嶺 優紀 [3] 

23   Bye 4  8-4  

   安次嶺 優紀 [3]  

24 015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 [3]   

    田口 星奈 

25 007582 北谷SC 赤嶺 桜 [5]  8-0  

   赤嶺 桜 [5]  

26   Bye 8   

    赤嶺 桜 [5] 

27 016976 琉球大学 櫻木 陽菜  8-3  

   櫻木 陽菜  

28   Bye 10   

    石原 陽子 [2] 

29   Bye 15  8-6  

   喜久里 真子  

30 017025 フリー 喜久里 真子   

    石原 陽子 [2] 

31   Bye 2  9-8(4)  

   石原 陽子 [2]  

32 014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 [2]  

令和４年７月１８日（月祝）奥武山公園テニスコート
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1 004254 次男連合 大城 ちとせ  

   大城 ちとせ 

2 011907 ケンテニ 満屋 淳子 8-2   

    大城 ちとせ 

3 016947 ぷらす 津波古 玲  8-0  

   津波古 玲  

4   Bye 8   

    大城 ちとせ 

5 015091 チームわくがわ 大城 人美  8-2  

   新井 左織  

6 004820 Nexus TC 新井 左織 w.o.  

    新井 左織 

7 016999 沖縄県立芸術大学 杉山 玲愛  w.o. 

   杉山 玲愛  

8   Bye 5   

    大城 ちとせ 

9   Bye 6  9-8(0)  

   新里 佳央里  

10 015093 チームわくがわ 新里 佳央里   

    新里 佳央里 

11   Bye 4  8-1  

   森谷 留美  

12 016493 FOCUS 森谷 留美   

    藤田 香織 

13 006272 ウッディーズ 川勝 かおり  8-0  

   山下 幸子  

14 016097 LLC 山下 幸子 8-6   

    藤田 香織 

15   Bye 2  8-6  

   藤田 香織  

16 012912 TRY 藤田 香織  
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1 003553 A'sFactory 井藤 京子 [1]  

   井藤 京子 [1] 

2   Bye 1   

    井藤 京子 [1] 

3 004600 チームジェニファー 石原 トモ子  8-3  

   石原 トモ子  

4 013842 はなはな 林田 昌代 6-5 Ret.  

    井藤 京子 [1] 

5 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子  8-5  

   稲福 麻衣子  

6 004474 フリー 根間 和子 8-5   

    稲福 麻衣子 

7   Bye 2  8-2  

   小林 弥生 [2]  

8 008028 Freedom 小林 弥生 [2]  

   

令和４年７月１８日（月祝）奥武山公園テニスコート
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003616 ヤバメーン 喜屋武 絵里香 [1] 

1 012913 ヤバメーン 浦崎 結子 喜屋武 絵里香 [1] 

   浦崎 結子 

2   Bye 1  我那覇 みなみ 

001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ  比嘉 奈々絵 

3 002180 FIVE FANTASISTA 比嘉 奈々絵 我那覇 みなみ 9-7  

016195 ヤバメーン 久手堅 周子 比嘉 奈々絵  

4 007570 ヤバメーン 小川 万理子 8-6  新垣 貴実子 

015801 フリー 中村 恵莉菜  新本 樹奈 

5 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈 下里 梨紗 8-2  

000548 YKCT 下里 梨紗 儀間 真紀  

6 004565 チームわくがわ 儀間 真紀 8-3  新垣 貴実子 

000007 フリー 新垣 貴実子  新本 樹奈 

7 000695 沖縄海邦銀行 新本 樹奈 新垣 貴実子 8-1  

004929 ヤバメーン 比嘉みなみ[2] 新本 樹奈  

8 015042 ヤバメーン 濵田 明世 8-5  

   

  

令和４年７月２４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 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

013836 Vamos 稲田 江里香 [1] 

1 004444 Vamos 長田 香代子 稲田 江里香 [1] 

   長田 香代子 

2   Bye 1  稲田 江里香 [1] 

015031 FOCUS 二宮 祥子  長田 香代子 

3 004773 FOCUS 末吉 みづき 二宮 祥子 8-2  

016977 琉球大学 上田 姫依 末吉 みづき  

4 016976 琉球大学 櫻木 陽菜 8-3  佐藤 優菜 [8] 

    田口 星奈 

5   Bye 9 具志堅 増美 8-3  

005491 ちむちむ 具志堅 増美 長嶺 朋子  

6 003555 TTT 長嶺 朋子  佐藤 優菜 [8] 

    田口 星奈 

7   Bye 7 佐藤 優菜 [8] 8-0  

013966 県総ナイターＴＣ 佐藤 優菜 [8] 田口 星奈  

8 017000 フリー 田口 星奈  佐藤 優菜 [8] 

015521 Vamos 兼次 愛 [3]  田口 星奈 

9 013179 MRS 金城 麻美 兼次 愛 [3] 8-2  

   金城 麻美  

10   Bye 3  兼次 愛 [3] 

004822 プロバンス 仲本 典子  金城 麻美 

11 000022 フリー 福里 涼子 仲本 典子 w.o. 

   福里 涼子  

12   Bye 13  中村 楓 [6] 

    新崎 華奈子 

13   Bye 12 石原 陽子 8-5  

014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 肥後 真由美  

14 008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美  中村 楓 [6] 

    新崎 華奈子 

15   Bye 5 中村 楓 [6] 8-3  

016952 ケンテニ 中村 楓 [6] 新崎 華奈子  

16 013846 ケンテニ 新崎 華奈子  佐藤 優菜 [8] 

008402 TCμ 倉田 ひろみ [5]  田口 星奈 

17 008068 ケンテニ 玉寄 紀子 倉田 ひろみ [5] 8-3  

   玉寄 紀子  

18   Bye 6  倉田 ひろみ [5] 

015603 首里森AG 古謝 智子  玉寄 紀子 

19 016083 あっちゃんず軍団 谷久保 えりか 古謝 智子 8-2  

   谷久保 えりか  

20   Bye 11  仲俣 愛裕実 

005407 Nexus TC 仲俣 愛裕実  宮里 愛香 

21 009739 Nexus TC 宮里 愛香 仲俣 愛裕実 8-6  

016845 TCμ 新川 貴美子 宮里 愛香  

22 005741 TCμ 豊平 正美 8-0  仲俣 愛裕実 

    宮里 愛香 

23   Bye 4 松尾 麻美 [4] 8-2  

016087 FINE 松尾 麻美 [4] 知念 美和  

24 010883 グロリオサ 知念 美和  安次嶺 優紀 [2] 

004563 Vamos 宮城 和美 [7]  阿波連 詩織 

25 014637 ベテルギウス 神 久美 宮城 和美 [7] 8-3  

   神 久美  

26   Bye 8  仲間 由起子 

009684 FINE 仲間 由起子  金城 つぶら 

27 008061 FINE 金城 つぶら 仲間 由起子 w.o. 

   金城 つぶら  

28   Bye 10  安次嶺 優紀 [2] 

    阿波連 詩織 

29   Bye 15 國仲 美鈴 8-1  

015742 フリー 國仲 美鈴 牧迫 夏奈子  

30 016846 フリー 牧迫 夏奈子  安次嶺 優紀 [2] 

    阿波連 詩織 

31   Bye 2 安次嶺 優紀 [2] 8-1  

015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 [2] 阿波連 詩織  

32 005786 ESFORCO 阿波連 詩織  

令和４年７月２４日（日）奥武山公園テニスコート
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016742 オールフリー 座安 友美 

1 004746 コスモ 神谷 利津子 大城 佐和子 

011532 O.D.H 大城 佐和子 谷中田 那々子 

2 011531 HTJ 谷中田 那々子 w.o. 島本 和代 

016841 TAGテニスアカデミー 津波 麻利子  新井 左織 

3 016943 FREE 程岡 美貴 島本 和代 8-4  

004674 首里森庭球倶楽部 島本 和代 新井 左織  

4 004820 Nexus TC 新井 左織 8-1  島本 和代 

016947 ぷらす 津波古 玲  新井 左織 

5 003532 ぷらす 與那覇 瑠海 前野 智絵 8-3  

014995 HTJ 前野 智絵 金城 由佳理  

6 012878 HTJ 金城 由佳理 w.o. 前野 智絵 

010127 YKCT 宇良 かやの  金城 由佳理 

7 010375 YKCT 榮野元 いね子 宇良 かやの 8-5  

   榮野元 いね子  

8   Bye 5  崎山 則子 

012882 マーブ倶楽部 仲宗根 一美  藤田 香織 

9 011497 BTC 宮脇 都 仲宗根 一美 8-5  

016493 FOCUS 森谷 留美 宮脇 都  

10 016953 テニスラウンジ糸満 當間 悠子 8-6  又吉 由美 

015091 チームわくがわ 大城 人美  阿波根 美乃 

11 004741 チームわくがわ 長嶺 厚音 又吉 由美 8-2  

005703 マイペース 又吉 由美 阿波根 美乃  

12 015784 マイペース 阿波根 美乃 w.o. 崎山 則子 

015093 チームわくがわ 新里 佳央里  藤田 香織 

13 014736 DOWN THE LINE 野口 五月 新里 佳央里 8-6  

011539 STCR 新垣 愛 野口 五月  

14 013582 TCμ 田幸 絵里 8-6  崎山 則子 

    藤田 香織 

15   Bye 2 崎山 則子 8-2  

015039 フリー 崎山 則子 藤田 香織  

16 012912 TRY 藤田 香織  

   

  

令和４年７月２４日（日）奥武山公園テニスコート
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010710 Beast 喜多 倫子 [1] 

1 008028 Freedom 小林 弥生 喜多 倫子 [1] 

   小林 弥生 

2   Bye 1  喜多 倫子 [1] 

004471 TRY 後浜 克美  小林 弥生 

3 004694 ちむちむ 徳永 増美 後浜 克美 8-4

   徳永 増美  

4   Bye 8  喜多 倫子 [1] 

005492 TTT 嘉陽 則子 [4]  小林 弥生 

5 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 嘉陽 則子 [4] 6-4 Ret. 

   石原 トモ子  

6   Bye 3  嘉陽 則子 [4] 

016209 あっちゃんず軍団 嘉陽田 亜耶美  石原 トモ子 

7 016469 あっちゃんず軍団 親川 由紀子 嘉陽田 亜耶美 w.o. 

   親川 由紀子  

8   Bye 5  中山 明美 [3] 

016199 SSS 與那嶺 睦美  井藤 京子 

9 011535 TCμ 諸見里 直美 森 純子 9-7  

004245 とくいち 森 純子 眞榮城 さつき  

10 006611 Ｍ’ｓ 眞榮城 さつき 8-3 中山 明美 [3] 

    井藤 京子 

11   Bye 4 中山 明美 [3] 8-0  

004850 TCμ 中山 明美 [3] 井藤 京子  

12 003553 A'sFactory 井藤 京子  中山 明美 [3] 

    井藤 京子 

13   Bye 7 田口 恵 8-4

006061 TAGテニスアカデミー 田口 恵 稲福 麻衣子  

14 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子  田口 恵 

    稲福 麻衣子 

15   Bye 2 多良間 理沙 [2] 8-6

013839 フリー 多良間 理沙 [2] 清水 春奈  

16 013975 Skinny Club 清水 春奈  

   

令和4年度夏季テニス大会

女子６０　複
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

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

004547 TCμ 上江洌 美智子 [1] 

1 014721 チームGOLD 加勢 みさ代 上江洌 美智子[1]

   加勢 みさ代 

2   Bye 1  上江洌 美智子[1]

003559 FF 与那覇 ヨシ子  加勢 みさ代 

3 004439 西原早起きテニス 金城 悦子 喜納 ひとみ 8-5  

004119 ライナーズ 喜納 ひとみ 高良 紀子  

4 004724 ふぁにーず 高良 紀子 8-4  上江洌 美智子[1]

004837 チームGOLD 末吉 政子  加勢 みさ代 

5 004905 チームGOLD 石垣 富子 末吉 政子 8-6  

004723 ＴＣＷＥ 勝連 智子 石垣 富子  

6 016091 ふぁにーず 與儀 淳子 w.o. 漢那 美由紀 [2] 

    照屋 智美 

7   Bye 2 漢那 美由紀 [2] 8-5  

003560 ふぁにーず 漢那 美由紀 [2] 照屋 智美  

8 004609 ふぁにーず 照屋 智美  

   

令和４年７月２４日（日）奥武山公園テニスコート

令和４年７月２４日（日）奥武山公園テニスコート


