
第44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 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] 

016429 琉球大学 塩見 武史 玉城 翔平 

2 009718 琉球大学 大屋 一哉 8-6  宮城 陵太 [1] 

016435 MRS 小塩 大樹  玉城 翔平 

3 010841 MRS 權藤 丞 喜納 祐市 8-1  

002239 One＋ 喜納 祐市 浦崎 陽平  

4 005440 沖電TC 浦崎 陽平 w.o. 宮城 陵太 [1] 

000176 KRAZY MONSTER 久貝 太一 [3]  玉城 翔平 

5 010083 ㈱YUKUリゾート 萩原 由法 久貝 太一 [3] 8-6  

001899 SODT 崎枝 大風 萩原 由法  

6 001288 SODT 松野 義輝 8-5  久貝 太一 [3] 

016314 県総ナイターＴＣ 市野 皓之  萩原 由法 

7 016221 FIVE FANTASISTA 松山 玄徳 名城 政奉 8-5  

001572 沖電TC 名城 政奉 島袋 響  

8 002642 チームSTEP 島袋 響 8-3  宮城 陵太 [1] 

009116 日本郵便㈱ 兼次 竜佑  玉城 翔平 

9 005742 おきなわスポーツイノベーション協会(株) 石村 幸慎 兼次 竜佑 8-1  

005073 Nexus TC 慶田盛謙二郎 石村 幸慎  

10 000719 オールフリー 石嶺 海斗 8-4  喜久里 紘 [4] 

015595 FOCUS 島袋 貴詞  島袋 広人 

11 015787 FOCUS 石川 雄一郎 喜久里 紘 [4] 8-5  

006170 W.S 喜久里 紘[4] 島袋 広人  

12 014042 W.S 島袋 広人 8-4  北見 雄治郎 [2] 

001063 SODT 島袋 望  田村 知大 

13 001621 SODT 渡名喜 庸太 島袋 望 9-7  

002351 フリー 新里 卓也 渡名喜 庸太  

14 002342 りゅうせき商事 金城 弘樹 8-3  北見 雄治郎 [2] 

004146 UTC 新里 朝彦  田村 知大 

15 004917 S.T.K 新里 朝輝 北見 雄治郎 [2] 9-7  

000160 YKCT 北見雄治郎[2] 田村 知大  

16 000746 YKCT 田村 知大 8-6  

   

  

令和４年９月１０日（土）奥武山公園庭球場



第44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 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

014825 TCI 伊佐 敏紀 [1] 

1 009237 TCI 平良 直樹 伊佐 敏紀 [1] 

   平良 直樹 

2   Bye 1  伊佐 敏紀 [1] 

010267 TEAM ASA-TENI 上間 正彦  平良 直樹 

3 015630 高カロリーズ 吉田 彰郎 平良 健太 8-2  

016756 ぴよぴよ 平良 健太 新城 優作  

4 016755 ぴよぴよ 新城 優作 8-2  伊佐 敏紀 [1] 

006309 漫友会 鉢嶺 清章  平良 直樹 

5 005424 トミザラス 黒島 勇輝 鉢嶺 清章 8-3  

008713 フリー 島袋 彰 黒島 勇輝  

6 009149 銀杏の会 諸喜田 祐立 w.o. 鉢嶺 清章 

000068 jaおきなわ 新垣 世良  黒島 勇輝 

7 000226 フリー 白石 武山 新垣 世良 8-5  

000658 ベテルギウス 大城 良太 [5] 白石 武山  

8 004503 空自那覇 藤木 敏也 8-5  上原 慎也 

016069 SODT 呉屋 慧 [4]  仲宗根 裕太 

9 015013 SODT 比嘉 太誠 呉屋 慧 [4] 8-6  

003263 うるまダンディもどき 平田 悠人 比嘉 太誠  

10 007015 うるまダンディもどき 渡久地 克 哉 8-4  上原 慎也 

015610 友愛医療センター 上原 慎也  仲宗根 裕太 

11 010164 フリー 仲宗根 裕太 上原 慎也 8-5  

017002 うるまダンディもどき 池原 里 仲宗根 裕太  

12 016797 うるまダンディもどき 瑞慶覧 翔 8-3  上原 慎也 

016801 FREE 當山 善一  仲宗根 裕太 

13 006271 TAPIC 真栄喜 清吾 當山 善一 4-4 Ret. 

009657 CTC 平田 嗣雄 真栄喜 清吾  

14 016351 CTC 田港 朝仁 8-1  當山 善一 

004791 太陽クラブ 仲間 良樹  真栄喜 清吾 

15 015282 J1 和田 伸也 名嘉真 英之 [8] 8-4  

004514 チームTAKARA 名嘉真 英之 [8] 高良 恭平  

16 004512 チームTAKARA 高良 恭平 8-6  上原 慎也 

013177 TCI 照屋 信斗 [6]  仲宗根 裕太 

17 008605 玉城軍 高江洲 義智 照屋 信斗 [6] 8-2  

004080 フリー 上原 秀樹 高江洲 義智  

18 006722 ケンテニ 島 宏史 8-3  照屋 信斗 [6] 

010058 フリー 座間味 佳孝  高江洲 義智 

19 001442 フリー 銘苅 裕二 山田 智久 9-7  

014993 TCμ 山田 智久 平良 圭  

20 016490 TCμ 平良 圭 8-3  奥平 響 [3] 

008019 GTC 仲村 祐史  郁 雄真 

21 016790 FREE 石嶺 雅志 仲村 祐史 8-5  

001158 TCI 宮里 侑吾 石嶺 雅志  

22 000400 TCI 松田 崇 8-4  奥平 響 [3] 

    郁 雄真 

23   Bye 4 奥平 響 [3] 8-6  

011619 J1 奥平 響 [3] 郁 雄真  

24 002594 フリー 郁 雄真  仲村渠 明人 [2] 

004811 友愛医療センター 喜瀬 一輝 [7]  楚南 兼吾 

25 004895 ベテルギウス 外間 正樹 喜瀬 一輝 [7] 8-2  

004903 沖縄県庁 池原 啓介 外間 正樹  

26 010148 日本郵便㈱ 稲嶺 一樹 8-3  喜瀬 一輝 [7] 

013976 TCI 伊川 正啓  外間 正樹 

27 016094 TCI 金城 栄輝 伊川 正啓 8-4  

009236 玉城軍 上原 卓巳 金城 栄輝  

28 014004 NST 佐古 光 8-2  仲村渠 明人 [2] 

015788 フリ－ 波田 真一郎  楚南 兼吾 

29 006751 フリ－ 照屋 和幸 波田 真一郎 8-4  

017012 フリー 碩 一樹 照屋 和幸  

30 017009 shot 西濱 佑斗 8-2  仲村渠 明人 [2] 

    楚南 兼吾 

31   Bye 2 仲村渠 明人 [2] 8-3  

004354 沖電TC 仲村渠 明人 [2] 楚南 兼吾  

32 013295 フリー 楚南 兼吾  

令和４年９月１０日（土）奥武山公園庭球場



第44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 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

007751 フリ－ 内藤 雅実 

1 010268 フリー 神里 要 中村 真 

016433 県総ナイターＴＣ 中村 真 渡口 良人 

2 014818 友テニ 渡口 良人 8-6  屋良 朝飛 

008865 友テニ 屋良 朝飛  高橋 誠一 

3 016794 友テニ 高橋 誠一 屋良 朝飛 8-4  

004451 まつだクリニック 大城 正義 高橋 誠一  

4 004457 フリー 石原 克昭 8-6  屋良 朝飛 

005785 0-40 平田 直也  高橋 誠一 

5 006793 0-40 比嘉 祐二 平田 直也 8-1  

   比嘉 祐二  

6   Bye 3  小川 顕 

016213 あっちゃんず軍団 小川 顕  島田 一樹 

7 016337 フリ－ 島田 一樹 小川 顕 8-4  

016082 フリー 八木 洸樹 島田 一樹  

8 017173 フリー 大城 佑斗 9-8(2)  屋良 朝飛 

    高橋 誠一 

9   Bye 6 佐田 勉 8-6  

016455 フリー 佐田 勉 菊池 勝彦  

10 017166 あっちゃんず軍団 菊池 勝彦  松野 孝政 

003021 MRO Japan 大江 梨規  栗木 隆太朗 

11 016942 MRO Japan 長谷野 文吾 松野 孝政 8-1  

016751 かりゆしテニス会 松野 孝政 栗木 隆太朗  

12 017185 かりゆしテニス会 栗木 隆太朗 8-5  松野 孝政 

006887 フリー 大西 誠司  栗木 隆太朗 

13 013833 フリー 當間 大悟 大西 誠司 8-1  

013314 ゆいまーるTC 宮城 達史 當間 大悟  

14 006947 ゆいまーるTC 比嘉 遼人 8-6  仲本 茂雄 

    砂川 力 

15   Bye 2 仲本 茂雄 8-4  

013240 TCμ 仲本 茂雄 砂川 力  

16 014820 TCμ 砂川 力  

   

  

令和４年９月１０日（土）奥武山公園庭球場



第44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 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

008545 フリー 比嘉 成人 

1 010871 フリー 長元 司 比嘉 成人 

   長元 司 

2   Bye 1  園田 武 

016781 FREE 園田 武  狩俣 要 

3 017172 フリー 狩俣 要 園田 武 8-0  

   狩俣 要  

4   Bye 16  園田 武 

    狩俣 要 

5   Bye 9 前野 信哉 8-0  

014815 HTJ 前野 信哉 谷中田 洋樹  

6 016464 HTJ 谷中田 洋樹  前野 信哉 

017174 0-40 又吉 光  谷中田 洋樹 

7 004250 0-40 又吉 弘 又吉 光 8-2  

017186 かりゆしテニス会 原田 忍 又吉 弘  

8 016445 かりゆしテニス会 城田 周一 8-2  園田 武 

014033 Nexus TC 中村 稔  狩俣 要 

9 014032 Nexus TC 知念 績也 中村 稔 8-3  

   知念 績也  

10   Bye 3  中村 稔 

011851 首里森庭球倶楽部 富山 輝夫  知念 績也 

11 014170 フリー 東迎 暢人 富山 輝夫 8-6  

   東迎 暢人  

12   Bye 13  中村 稔 

016214 あっちゃんず軍団 嘉陽田 朝之  知念 績也 

13 016703 首里森庭球倶楽部 知念 広紹 嘉陽田 朝之 8-1  

008046 TCμ 大井 明徳 知念 広紹  

14 015819 TCμ 青木 隆 8-1  儀保 健蔵 

    國吉 豊 

15   Bye 5 儀保 健蔵 8-2  

007552 Nexus TC 儀保 健蔵 國吉 豊  

16 014181 Nexus TC 國吉 豊  園田 武 

004924 ＴＦ 小波津 和宗  狩俣 要 

17 004334 ＴＦ 武田 智 小波津 和宗 w.o. 

   武田 智  

18   Bye 6  小波津 和宗 

011869 OBCOテニス部 伊藤 大作  武田 智 

19 014135 OBCOテニス部 大山 剛明 伊藤 大作 8-2  

   大山 剛明  

20   Bye 11  小波津 和宗 

005358 TCμ 浜本 昭  武田 智 

21 005359 フリー 金城 正樹 吉岡 聖一郎 9-8(13)  

016991 SSS 吉岡 聖一郎 青木 潤  

22 016193 SSS 青木 潤 8-1  吉岡 聖一郎 

    青木 潤 

23   Bye 4 山崎 仁也 w.o. 

012874 HTJ 山崎 仁也 服部 毅  

24 013828 HTJ 服部 毅  神谷 侑陽 

017183 友テニ 神谷 侑陽  金城 瑛次 

25 016795 友テニ 金城 瑛次 神谷 侑陽 8-3  

   金城 瑛次  

26   Bye 8  神谷 侑陽 

011863 OBCOテニス部 上原 一仁  金城 瑛次 

27 011862 OBCOテニス部 多良間 英明 上原 一仁 8-2  

   多良間 英明  

28   Bye 10  神谷 侑陽 

010146 チャンス 原 篤史  金城 瑛次 

29 006231 だぶるちきん 長濱 真太 友利 正吉 8-1  

004886 TMTC 友利 正吉 川満 多己雄  

30 009759 ウッディーズ 川満 多己雄 9-7  友利 正吉 

    川満 多己雄 

31   Bye 2 國吉 真一朗 w.o. 

017182 フリ－ 國吉 真一朗 國吉 真栄  

32 008466 Ｍ&Ｍ 國吉 真栄  

令和４年９月１０日（土）奥武山公園庭球場



第44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 Quarterfinals 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]

   高田 明彦

2   Bye 1  大城 仁

006794 TEAM ASA-TENI 大城 仁  真境名 啓

3 004524 Team Joo 真境名 啓 大城 仁 8-5

013588 フリー 中村 猛 真境名 啓  

4 013182 フリー 植田 賢司 8-1 佐久田 隆

004323 県庁 佐久田 隆  谷川 将勝

5 008486 フリー 谷川 将勝 佐久田 隆 8-0

016960 オールフリー 松田 将太 谷川 将勝  

6 016963 オールフリー 砂川 昌彦 8-1 佐久田 隆

    谷川 将勝

7   Bye 2 仲眞 亮 [2] 9-7

005744 ワープ 仲眞 亮 [2] 古謝 良裕  

8 004345 沖電TC 古謝 良裕  

   

第44回ダンロップ杯テニス大会

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]

004898 ケンテニ ヤボル シシコフ  浦崎 薫

3 011906 ocsiテニス 満屋 健 嘉手納 良博 8-2

002095 ワープ 嘉手納 良博 森田 修  

4 004594 フリー 森田 修 8-3 比嘉 健 [1]

009713 Nexus TC 伊波 幸広  浦崎 薫

5 015108 SSS 宇津野 達巳 伊波 幸広 8-3

011799 フリー 稲福 徹也 宇津野 達巳  

6 014275 フリー 須田 一誠 8-2 伊波 幸広

    宇津野 達巳

7   Bye 2 杉本 博 [2] 8-4

002231 A'sFactory 杉本 博 [2] 赤嶺 不二雄  

8 004686 A'sFactory 赤嶺 不二雄  

   

第44回ダンロップ杯テニス大会

男子65才 令和４年９月１１日（日）漫湖公園市民テニスコート

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体
平良 博紀

比嘉 義行

小柳 邦彦

西條 正美

上原 敏則

砂川 光男
勝敗 順位

1
004884

005420

㈱沖縄ダイケン

宮城TC

平良 博紀

比嘉 義行
8-3 8-6 2-0 1

2
006748

012934

フリー

チームIRIYA

小柳 邦彦

西條 正美
3-8 8-2 1-1 2

3
003595

015792

サンデーズ

木曜会

上原 敏則

砂川 光男
6-8 2-8 0-2 3

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

令和４年９月１１日（日）漫湖公園市民テニスコート

令和４年９月１１日（日）漫湖公園市民テニスコート



第44回ダンロップ杯テニス大会

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

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

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  大津 あかり 

016195 ヤバメーン 久手堅 周子  新本 樹奈 

3 006954 ヤバメーン 蔵當 美夏 大津 あかり 8-2  

016946 フリー 大津 あかり 新本 樹奈  

4 000695 沖縄海邦銀行 新本 樹奈 8-4  大津 あかり 

    新本 樹奈 

5   Bye 3 中村 恵莉菜 8-3  

015801 フリー 中村 恵莉菜 玉寄 春奈  

6 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈  比嘉 みなみ [2] 

    濵田 明世 

7   Bye 2 比嘉 みなみ [2] 8-0  

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  

   

第44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 Round 1 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  田口 星奈 

017000 フリー 田口 星奈  阿波連 詩織 

3 005786 ESFORCO 阿波連 詩織 田口 星奈 8-4  

006061 TAGテニスアカデミー 田口 恵 阿波連 詩織  

4 010883 グロリオサ 知念 美和 8-3  田口 星奈 

013839 フリー 多良間 理沙 [3]  阿波連 詩織 

5 013975 Skinny Club 清水 春奈 多良間 理沙 [3] 8-3  

   清水 春奈  

6   Bye 3  多良間 理沙 [3] 

016952 ケンテニ 中村 楓  清水 春奈 

7 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 小林 あゆみ 8-4  

009213 フリ－ 小林 あゆみ 津嘉山 美穂  

8 016489 あっちゃんず軍団 津嘉山 美穂 9-7  田口 星奈 

016209 あっちゃんず軍団 嘉陽田 亜耶美  阿波連 詩織 

9 013320 ケンテニ 石川 希 中島 佐由美 8-6  

005459 ファイン 中島 佐由美 松尾 麻美  

10 016087 FINE 松尾 麻美 9-7  儀間 真紀 [4] 

    小林 弥生 

11   Bye 4 儀間 真紀 [4] 8-3  

004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [4] 小林 弥生  

12 008028 Freedom 小林 弥生  儀間 真紀 [4] 

008068 ケンテニ 玉寄 紀子  小林 弥生 

13 008650 Freedom 鎌田 美奈子 川上 おりえ 8-6  

014264 若狭TC 川上 おりえ 鉢嶺 結  

14 008382 漫友会 鉢嶺 結 9-7  佐藤 優菜 [2] 

    喜多 倫子 

15   Bye 2 佐藤 優菜 [2] 4-1 Ret. 

013966 県総ナイターＴＣ 佐藤 優菜 [2] 喜多 倫子  

16 010710 Beast 喜多 倫子  

   

令和４年９月１１日（日）奥武山公園庭球場

令和４年９月１１日（日）奥武山公園庭球場



第44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 

015791 YKCT 宮野 綾乃 

1 015528 YKCT 知念 芳恵 宮野 綾乃 

015031 FOCUS 二宮 祥子 知念 芳恵 

2 006163 チーム3292 垣花 修子 8-5  又吉 由美 

005703 マイペース 又吉 由美  神谷 利津子 

3 004746 コスモ 神谷 利津子 又吉 由美 8-5  

   神谷 利津子  

4   Bye 8  仲俣 愛裕実 

004408 アンパンマン 山本 千津香  宮里 愛香 

5 011920 はにんす 嶺井 寿美子 島 美玲 8-0  

010465 YKCT 島 美玲 新垣 愛  

6 011539 STCR 新垣 愛 8-2  仲俣 愛裕実 

008178 スーン 仲里 早苗  宮里 愛香 

7 016083 あっちゃんず軍団 谷久保 えりか 仲俣 愛裕実 8-0  

005407 Nexus TC 仲俣 愛裕実 宮里 愛香  

8 009739 Nexus TC 宮里 愛香 8-1  大城 文乃 

    與那覇 瑠海 

9   Bye 6 與那嶺 睦美 8-6  

016199 SSS 與那嶺 睦美 青木 真希子  

10 016216 SSS 青木 真希子  佐藤 小百合 

008402 テニスラウンジ糸満 倉田 ひろみ  安仁屋 優希 

11 016845 TCμ 新川 貴美子 佐藤 小百合 8-2  

015049 友テニ 佐藤 小百合 安仁屋 優希  

12 000028 友テニ 安仁屋 優希 8-3  大城 文乃 

013637 ボルドー 須田 真美子  與那覇 瑠海 

13 010464 ボルドー 高嶺 清美 梅村 由紀子 8-6  

003572 結TC 梅村 由紀子 照喜名 沙弥香  

14 016806 結TC 照喜名 沙弥香 8-2  大城 文乃 

002710 北谷SC 我謝 直美  與那覇 瑠海 

15 016022 北谷SC 森山 久未 大城 文乃 8-5  

011526 Nexus TC 大城 文乃 與那覇 瑠海  

16 003532 ぷらす 與那覇 瑠海 8-4  

   

  

令和４年９月１１日（日）奥武山公園庭球場



第44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 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004674 首里森庭球倶楽部 島本 和代 

1 004820 Nexus TC 新井 左織 島本 和代 

005749 FINE 仲村渠さゆり 新井 左織 

2 004911 FINE 福 悦子 9-7  島本 和代 

016493 FOCUS 森谷 留美  新井 左織 

3 016953 テニスラウンジ糸満 當間 悠子 仲宗根 一美 8-6  

012882 マーブ倶楽部 仲宗根 一美 仲嶺 ともみ  

4 011498 BTC 仲嶺 ともみ w.o. 田路 浩子 

016783 あっちゃんず軍団 田路 浩子  長堂 芳子 

5 016212 首里森庭球倶楽部 長堂 芳子 田路 浩子 8-4  

014995 HTJ 前野 智絵 長堂 芳子  

6 012878 HTJ 金城 由佳理 8-0  田路 浩子 

017176 TCμ 安里 恵理子  長堂 芳子 

7 016706 TCμ 高田 淳子 安里 恵理子 8-1  

016962 ふりぃー 松田 沙代子 高田 淳子  

8 016961 フリ－ 池原 佳那 w.o. 田路 浩子 

004773 あっちゃんず軍団 末吉 みづき  長堂 芳子 

9 016469 首里森AG 親川 由紀子 末吉 みづき 8-6  

011497 BTC 宮脇 都 親川 由紀子  

10 012893 Nexus TC 高橋 裕子 8-0  末吉 みづき 

004738 YKCT 与儀 久美子  親川 由紀子 

11 010127 YKCT 宇良 かやの 上地 楓子 8-2  

017165 フリー 上地 楓子 石垣 裕美子  

12 017175 フリー 石垣 裕美子 8-3  國仲 美鈴 

015116 チャンス 石川 美乃  牧迫 夏奈子 

13 017184 フリー 神里 桃子 西村 絵里佳 9-7  

017180 MRS 西村 絵里佳 谷中田 那々子  

14 011531 HTJ 谷中田 那々子 8-2  國仲 美鈴 

016196 ケンテニ 津波 昌子  牧迫 夏奈子 

15 011907 ケンテニ 満屋 淳子 國仲 美鈴 8-1  

015742 フリー 國仲 美鈴 牧迫 夏奈子  

16 016846 フリー 牧迫 夏奈子 8-4  

   

  

令和４年９月１１日（日）奥武山公園庭球場



第44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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

004850 TCμ 中山 明美 [1] 

1 003553 A'sFactory 井藤 京子 中山 明美 [1] 

   井藤 京子 

2   Bye 1  中山 明美 [1] 

009661 フリー 玉城 りん子  井藤 京子 

3 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 玉城 りん子 8-4  

   稲福 麻衣子  

4   Bye 4  中山 明美 [1] 

004494 ふぁにーず 棚原 和子  井藤 京子 

5 006156 Team Joo 真境名 淳子 中本 玲子 8-2  

004554 TCμ 中本 玲子 喜屋武 忍  

6 004553 Vamos 喜屋武 忍 9-8(5)  石原 陽子 [2] 

    神 久美 

7   Bye 2 石原 陽子 [2] 8-6  

014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 [2] 神 久美  

8 014637 Vamos 神 久美  

   

第44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 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

014721 チームGOLD 加勢 みさ代 [1] 

1 012025 フリーダムα 高橋 日向子 加勢 みさ代 [1] 

   高橋 日向子 

2   Bye 1  加勢 みさ代 [1] 

004822 プロバンス 仲本 典子  高橋 日向子 

3 000022 フリー 福里 涼子 仲本 典子 8-4  

011534 TRY 杉田 真也 福里 涼子  

4 011535 TCμ 諸見里 直美 8-0  加勢 みさ代 [1] 

016085 テニスラウンジ糸満 伊良皆 美智枝  高橋 日向子 

5 016097 テニスラウンジ糸満 山下 幸子 宮城 聡子 8-1  

004110 フレッシュアップル 宮城 聡子 金城 久代  

6 004902 チーム3292 金城 久代 8-1  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  
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