
令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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

選手登録番号 所属団体 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 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈  8-2  

   中村 楓  

4 016952 ケンテニ 中村 楓 8-5   

    濵田 明世 [1] 

5 016195 ヤバメーン 久手堅 周子  8-5  

   中村 恵莉菜  

6 015801 フリー 中村 恵莉菜 8-6   

    我那覇 みなみ [2] 

7   Bye 2  8-0  

   我那覇 みなみ [2]  

8 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ [2]  

   

   

  

令和４年１１月３日（木祝）　奥武山公園テニスコート



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子中級　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 003553 A'sFactory 井藤 京子 [1]  

   井藤 京子 [1] 

2   Bye 1   

    井藤 京子 [1] 

3 008068 ケンテニ 玉寄 紀子  8-0  

   玉寄 紀子  

4 015791 YKCT 宮野 綾乃 8-6   

    井藤 京子 [1] 

5 007582 北谷SC 赤嶺 桜  8-3  

   喜久里 真子  

6 017025 友愛医療センター 喜久里 真子 9-8(4)   

    喜久里 真子 

7 008638 名護グリーンクラブ 肥後 真由美  8-2  

   大城 文乃 [8]  

8 011526 Nexus TC 大城 文乃 [8] 8-1   

    井藤 京子 [1] 

9 014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 [3]  9-7  

   石原 陽子 [3]  

10   Bye 3   

    石原 陽子 [3] 

11 015031 FOCUS 二宮 祥子  8-2  

   大城 ちとせ  

12 004254 次男連合 大城 ちとせ 8-4   

    稲福 麻衣子 

13 010465 YKCT 島 美玲  8-1  

   稲福 麻衣子  

14 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 8-0   

    稲福 麻衣子 

15   Bye 5  8-1  

   新崎 華奈子 [7]  

16 013846 ケンテニ 新崎 華奈子 [7]   

    田口 星奈 [5] 

17 017000 フリー 田口 星奈 [5]  8-1  

   田口 星奈 [5]  

18   Bye 6   

    田口 星奈 [5] 

19 003532 ぷらす 與那覇 瑠海  8-2  

   與那覇 瑠海  

20 004600 チームジェニファー 石原 トモ子 w.o.  

    田口 星奈 [5] 

21 008402 テニスラウンジ糸満 倉田 ひろみ  8-1  

   倉田 ひろみ  

22 006163 FOCUS 垣花 修子 8-2   

    儀間 真紀 [4] 

23   Bye 4  8-2  

   儀間 真紀 [4]  

24 004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [4]   

    田口 星奈 [5] 

25 015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 [6]  8-0  

   安次嶺 優紀 [6]  

26   Bye 8   

    島田 絵里花 

27 004773 FOCUS 末吉 みづき  8-4  

   島田 絵里花  

28 001413 フリー 島田 絵里花 8-0   

    阿波連 詩織 [2] 

29 013842 はなはな 林田 昌代  8-3  

   林田 昌代  

30 012904 HTJ 神里 八重子 8-1   

    阿波連 詩織 [2] 

31   Bye 2  8-2  

   阿波連 詩織 [2]  

32 005786 フリー 阿波連 詩織 [2]  

令和４年１０月２３日（日）　奥武山公園テニスコート



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子初級　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 016493 FOCUS 森谷 留美  

   新井 左織

2 004820 Nexus TC 新井 左織 8-1  

    前野 智絵

3 014995 HTJ 前野 智絵  8-3

   前野 智絵  

4   Bye 8   

    前野 智絵

5 016196 ケンテニ 津波 昌子  8-2

   津波 昌子  

6   Bye 3   

    宮脇 都

7 010858 Nexus TC 及川 敏子  1-4 Ret.

   宮脇 都  

8 011497 BTC 宮脇 都 8-4  

    田路 浩子

9   Bye 6  8-1

   田路 浩子  

10 016783 あっちゃんず軍団 田路 浩子   

    田路 浩子

11   Bye 4  8-1

   満屋 淳子  

12 011907 ケンテニ 満屋 淳子   

    田路 浩子

13 017180 HTJ 西村 絵里佳  8-2

   西村 絵里佳  

14 006272 ウッディーズ 川勝 かおり 8-2  

    西村 絵里佳

15   Bye 2  w.o.

   上原 しのぶ  

16 010143 チャンス 上原 しのぶ  

   

令和４年１０月２３日（日）　奥武山公園テニスコート



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

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 

004929 ヤバメーン 比嘉 みなみ [1] 

1 015042 ヤバメーン 濵田 明世 比嘉 みなみ [1] 

   濵田 明世 

2   Bye 1  新垣 貴実子 

000007 Rαsk 新垣 貴実子  當真 ふじの 

3 002889 フリー 當真 ふじの 新垣 貴実子 8-6  

002312 ヤバメーン 宮城 李奈 當真 ふじの  

4 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈 8-3  下地 奈緒 

006111 チャレンジ 仲村 利沙  下地 麻奈 

5 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ 下地 奈緒 8-4  

000033 フリ－ 下地 奈緒 下地 麻奈  

6 000705 フリー 下地 麻奈 8-5  下地 奈緒 

016195 ヤバメーン 久手堅 周子  下地 麻奈 

7 007579 フリー 當銘 咲星 久手堅 周子 8-5  

003616 ヤバメーン 喜屋武 絵里香 [2] 當銘 咲星  

8 012913 ヤバメーン 浦崎 結子 8-6  

   

  

令和４年１１月５日（土）　奥武山公園テニスコート



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子中級　複
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 

017000 フリー 田口 星奈 [1] 

1 005786 フリー 阿波連 詩織 田口 星奈 [1] 比嘉 智愛里 比嘉 智愛里 

   阿波連 詩織 金城 美佳 金城 美佳 

2   Bye 1  田口 星奈 [1] 田口 恵 [15] 8-3  

004474 フリー 根間 和子 阿波連 詩織 稲福 麻衣子 

3 004494 ふぁにーず 棚原 和子 根間 和子 8-4  

   棚原 和子  

4   Bye 32  比嘉 智愛里 

    金城 美佳 

5   Bye 17 比嘉 智愛里 8-6  

003596 りゅうせき 比嘉 智愛里 金城 美佳  

6 009154 Vamos 金城 美佳  比嘉 智愛里 

   金城 美佳 

7   Bye 15 嘉陽 則子 [16] 8-3  

005492 TTT 嘉陽 則子 [16] 石原 トモ子  

8 004600 チームジェニファー 石原 トモ子  比嘉 智愛里

005459 ファイン 中島 佐由美 [10]  金城 美佳 

9 016087 首里森庭球倶楽部 松尾 麻美 中島 佐由美 [10] 8-4  

   松尾 麻美  

10   Bye 9  中島 佐由美 [10] 

008402 テニスラウンジ糸満 倉田 ひろみ 松尾 麻美 

11 016845 TCμ 新川 貴美子 倉田 ひろみ 8-0  

   新川 貴美子  

12   Bye 24  上江洌 美智子[7]

    加勢 みさ代 

13   Bye 25 古謝 智子 8-3  

015603 首里森AG 古謝 智子 谷久保 えりか  

14 016083 あっちゃんず軍団 谷久保 えりか  上江洌 美智子[7]

   加勢 みさ代 

15   Bye 7 上江洌 美智子[7] 8-1  

004547 TCμ 上江洌 美智子[7] 加勢 みさ代  

16 014721 グロリオサ 加勢 みさ代  比嘉 智愛里 

013966 Beast 佐藤 優菜 [3]  金城 美佳 

17 015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 佐藤 優菜 [3] 8-3  

   安次嶺 優紀  

18   Bye 3  佐藤 優菜 [3] 

004110 フレッシュアップル 宮城 聡子 安次嶺 優紀 

19 004902 スーン 金城 久代 宮城 聡子 8-1  

   金城 久代  

20   Bye 29  佐藤 優菜 [3] 

    安次嶺 優紀 

21   Bye 20 伊良皆 美智枝 8-6  

016085 テニスラウンジ糸満 伊良皆 美智枝 山下 幸子  

22 016097 フリー 山下 幸子  鎌田 美奈子 [13] 

   高橋 日向子 

23   Bye 13 鎌田 美奈子 [13] 8-2  

008650 Freedom 鎌田 美奈子 [13] 高橋 日向子  

24 012025 Skinny Club 高橋 日向子  小林 弥生 [8] 

013846 ケンテニ 新崎 華奈子 [11]  石原 陽子 

25 011889 スカーレット 矢野 淳子 新崎 華奈子 [11] 8-4  

   矢野 淳子  

26   Bye 11  新崎 華奈子 [11] 

011535 TCμ 諸見里 直美 矢野 淳子 

27 005741 TCμ 豊平 正美 諸見里 直美 8-0  

   豊平 正美  

28   Bye 21  小林 弥生 [8] 

    石原 陽子 

29   Bye 28 ウォーレン 真理子 8-2  

013837 県総ナイターＴＣ ウォーレン 真理子 嘉味田 薫  

30 012901 TAGテニスアカデミー 嘉味田 薫  小林 弥生 [8] 

   石原 陽子 

31   Bye 5 小林 弥生 [8] 8-0  

008028 Freedom 小林 弥生 [8] 石原 陽子  

32 014021 BCテニスクラブ 石原 陽子  

令和４年１１月５日（土）　奥武山公園テニスコート

決 勝 戦



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子中級　複
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 

004553 Vamos 喜屋武 忍 [6]  

33 004444 Vamos 長田 香代子 喜屋武 忍 [6] 

   長田 香代子 

34   Bye 6  喜屋武 忍 [6] 

006164 スーン 前仲 清美  長田 香代子 

35 005007 TCμ 志村 昌枝 前仲 清美 8-3  

   志村 昌枝  

36   Bye 27  仲俣 愛裕実 [12] 

    宮里 愛香 

37   Bye 22 我謝 直美 8-5  

002710 ケンテニ 我謝 直美 森山 久未  

38 016022 ケンテニ 森山 久未  仲俣 愛裕実 [12] 

    宮里 愛香 

39   Bye 12 仲俣 愛裕実 [12] 8-6  

005407 Nexus TC 仲俣 愛裕実 [12] 宮里 愛香  

40 009739 Nexus TC 宮里 愛香  田口 恵 [15] 

006061 TAGテニスアカデミー 田口 恵 [15]  稲福 麻衣子 

41 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 田口 恵 [15] 8-4  

   稲福 麻衣子  

42   Bye 14  田口 恵 [15] 

015031 FOCUS 二宮 祥子  稲福 麻衣子 

43 012904 HTJ 神里 八重子 二宮 祥子 8-1  

   神里 八重子  

44   Bye 19  田口 恵 [15] 

    稲福 麻衣子 

45   Bye 30 比嘉 カンナ 8-0  

004179 友テニ 比嘉 カンナ 津波古 幸菜  

46 016959 友テニ 津波古 幸菜  儀間 真紀 [4] 

    喜多 倫子 

47   Bye 4 儀間 真紀 [4] 8-2  

004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [4] 喜多 倫子  

48 010710 Beast 喜多 倫子  田口 恵 [15] 

013839 フリー 多良間 理沙 [5]  稲福 麻衣子 

49 013975 ケンテニ 清水 春奈 多良間 理沙 [5] 8-2  

   清水 春奈  

50   Bye 8  多良間 理沙 [5] 

010116 スーン 當山 田岐子  清水 春奈 

51 015796 ケンテニ 草野 麻衣子 當山 田岐子 8-2  

   草野 麻衣子  

52   Bye 26  玉寄 紀子 [9] 

    神 久美 

53   Bye 23 佐藤 小百合 8-4  

015049 テニスラウンジ糸満 佐藤 小百合 比嘉 美佳  

54 013321 フリー 比嘉 美佳  玉寄 紀子 [9] 

    神 久美 

55   Bye 10 玉寄 紀子 [9] 8-2  

008068 ケンテニ 玉寄 紀子 [9] 神 久美  

56 014637 Vamos 神 久美  中山 明美 [2] 

011526 Nexus TC 大城 文乃 [14]  井藤 京子 

57 007582 北谷SC 赤嶺 桜 大城 文乃 [14] 8-1  

   赤嶺 桜  

58   Bye 16  大城 文乃 [14] 

004487 フレッシュアップルズ 伊波 美穂  赤嶺 桜 

59 006163 FOCUS 垣花 修子 伊波 美穂 8-2  

   垣花 修子  

60   Bye 18  中山 明美 [2] 

015791 YKCT 宮野 綾乃  井藤 京子 

61 015528 YKCT 知念 芳恵 宮野 綾乃 8-0  

016209 あっちゃんず軍団 嘉陽田 亜耶美 知念 芳恵  

62 013320 ケンテニ 石川 希 8-2  中山 明美 [2] 

    井藤 京子 

63   Bye 2 中山 明美 [2] 8-4  

004850 TCμ 中山 明美 [2] 井藤 京子  

64 003553 A'sFactory 井藤 京子  

令和４年１１月５日（土）　奥武山公園テニスコート



令和４年度沖縄県テニス選手権大会(一般の部）

女子初級　複 令和４年１１月５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 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

013827 フリー 山城 圭子 

1 017294 フリー 米須 早苗 山城 圭子 

   米須 早苗 

2   Bye 1  安里 恵理子 

017176 TCμ 安里 恵理子  高田 淳子 

3 016706 TCμ 高田 淳子 安里 恵理子 9-7  

016841 TAGテニスアカデミー 津波 麻利子 高田 淳子  

4 016943 FREE 程岡 美貴 8-2  前野 智絵 

012882 マーブ倶楽部 仲宗根 一美  西村 絵里佳 

5 011497 BTC 宮脇 都 仲宗根 一美 8-2  

   宮脇 都  

6   Bye 3  前野 智絵 

014995 HTJ 前野 智絵  西村 絵里佳 

7 017180 HTJ 西村 絵里佳 前野 智絵 8-1  

016493 FOCUS 森谷 留美 西村 絵里佳  

8 016953 テニスラウンジ糸満 當間 悠子 8-6  梅村 由紀子 

    照喜名 沙弥香 

9   Bye 6 宇良 かやの 8-1  

010127 YKCT 宇良 かやの 高嶺 清美  

10 010464 ボルドー 高嶺 清美  島本 和代 

    新井 左織 

11   Bye 4 島本 和代 8-4  

004674 首里森庭球倶楽部 島本 和代 新井 左織  

12 004820 Nexus TC 新井 左織  梅村 由紀子 

    照喜名 沙弥香 

13   Bye 7 梅村 由紀子 8-3  

003572 結TC 梅村 由紀子 照喜名 沙弥香  

14 016806 結TC 照喜名 沙弥香  梅村 由紀子 

016196 ケンテニ 津波 昌子  照喜名 沙弥香 

15 011907 ケンテニ 満屋 淳子 大城 佐和子 8-2  

011532 O.D.H 大城 佐和子 谷中田 那々子  

16 011531 HTJ 谷中田 那々子 9-8(1)  

   

  


