
第51回沖縄新春テニストーナメント

一般男子オープン
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

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] 宮城 陵太 [1] 宮城 陵太 [1]

   玉城 翔平 玉城 翔平 玉城 翔平

2   Bye 1  宮城 陵太 [1] 名城 政奉 [4] 8-5

004503 空自那覇 藤木 敏也  玉城 翔平 柚木崎 裕介  

3 015596 空自那覇 金城 宏尚 平田 悠人 8-1  

003263 うるまダンディもどき 平田 悠人 瑞慶覧 翔  

4 016797 うるまダンディもどき 瑞慶覧 翔 8-5  宮城 陵太 [1] 

    玉城 翔平 

5   Bye 17 中村 翔 8-3  

002715 shot 中村 翔 普天間 朝昂  

6 004868 shot 普天間 朝昂  中村 翔 

    普天間 朝昂 

7   Bye 15 友利 寛樹 [16] 8-4  

015605 ぷらす 友利 寛樹 [16] 大山 康博  

8 001064 ぷらす 大山 康博  宮城 陵太 [1] 

004146 UTC 新里 朝彦 [12]  玉城 翔平 

9 004917 S.T.K 新里 朝輝 新里 朝彦 [12] w.o. 

   新里 朝輝  

10   Bye 9  新里 朝彦 [12] 

004504 マイペース 大城 允人  新里 朝輝 

11 004828 アルファＴＣ 宮城 俊雅 大城 允人 8-4  

   宮城 俊雅  

12   Bye 24  長田 紀晃 

004078 特進ファイターズ 長田 紀晃  長田 紀洋 

13 017367 特進ファイターズ 長田 紀洋 長田 紀晃 8-5  

   長田 紀洋  

14   Bye 40  長田 紀晃 

    長田 紀洋 

15   Bye 7 島袋 望 [6] 8-4  

001063 SODT 島袋 望 [6] 渡名喜 庸太  

16 001621 SODT 渡名喜 庸太  宮城 陵太 [1]

000809 チームSTEP 儀保 拓夢 [3]  玉城 翔平

17 002642 チームSTEP 島袋 響 儀保 拓夢 [3] 8-6

   島袋 響  

18   Bye 3  儀保 拓夢 [3] 

015306 琉球大学 廣渡 藍之  島袋 響 

19 005073 Nexus TC 慶田盛 謙二郎 廣渡 藍之 8-6  

006309 漫友会 鉢嶺 清章 慶田盛 謙二郎  

20 005424 トミザラス 黒島 勇輝 8-4  大村 直毅 [14] 

    高江洲 拓実 

21   Bye 20 多和田 真斗 8-3  

000776 TC Future 多和田 真斗 時任 大成  

22 011872 TC Future 時任 大成  大村 直毅 [14] 

    高江洲 拓実 

23   Bye 13 大村 直毅 [14] 8-1  

001110 (合)アヌス 大村 直毅 [14] 高江洲 拓実  

24 001011 (合)アヌス 高江洲 拓実  屋富祖 亘

009116 日本郵便㈱ 兼次 竜佑 [9]  澤岻 祐太

25 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 [9] w.o.

   石村 幸慎  

26   Bye 11  屋富祖 亘 

005746 UTC 屋富祖 亘  澤岻 祐太 

27 001386 J1 澤岻 祐太 屋富祖 亘 8-3  

   澤岻 祐太  

28   Bye 21  屋富祖 亘 

004450 （社）白樺会 島尻 哲至  澤岻 祐太 

29 016789 東恩納TC 石川 温貴 島尻 哲至 3-1 Ret. 

   石川 温貴  

30   Bye 37  島尻 哲至 

    石川 温貴 

31   Bye 5 上原 慎也 [7] 8-2  

015610 友愛医療センター 上原 慎也 [7] 伊佐 敏紀  

32 014825 TCI 伊佐 敏紀  

　決　勝　戦　

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般男子オープン
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

000176 KRAZY MONSTER 久貝 太一 [8]  

33 002112 フリー 伊佐 彰友 久貝 太一 [8] 

   伊佐 彰友 

34   Bye 6  久貝 太一 [8] 

011538 フリー 名嘉眞 翼  伊佐 彰友 

35 002239 One＋ 喜納 祐市 名嘉眞 翼 8-3  

   喜納 祐市  

36   Bye 27  大山 凌弥 [11] 

    小堺 遠馬 

37   Bye 22 吉井 恵三 8-3  

010648 フリー 吉井 恵三 吉野 剛  

38 017298 BCテニスクラブ 吉野 剛  大山 凌弥 [11] 

    小堺 遠馬 

39   Bye 12 大山 凌弥 [11] 8-4  

000899 チャレンジ 大山 凌弥 [11] 小堺 遠馬  

40 017303 フリー 小堺 遠馬  名城 政奉 [4]

001899 SODT 崎枝 大風 [13]  柚木崎 裕介

41 001288 SODT 松野 義輝 崎枝 大風 [13] w.o.

   松野 義輝  

42   Bye 14  我那覇 亮 

    比嘉 太誠 

43   Bye 46 我那覇 亮 8-1  

016803 SODT 我那覇 亮 比嘉 太誠  

44 015013 日本郵便㈱ 比嘉 太誠  名城 政奉 [4] 

002351 フリー 新里 卓也  柚木崎 裕介 

45 002342 りゅうせき商事 金城 弘樹 東江 隆弥 8-4  

011800 フリー 東江 隆弥 玉寄 貴也  

46 006292 フリー 玉寄 貴也 8-2  名城 政奉 [4] 

    柚木崎 裕介 

47   Bye 4 名城 政奉 [4] 8-5  

001572 沖電TC 名城 政奉 [4] 柚木崎 裕介  

48 005710 W.S 柚木崎 裕介  名城 政奉 [4]

006170 W.S 喜久里 紘 [5]  柚木崎 裕介

49 006269 W.S 比嘉 要 喜久里 紘 [5] 8-6

   比嘉 要  

50   Bye 8  喜久里 紘 [5] 

    比嘉 要 

51   Bye 39 仲宗根 裕太 8-3  

010164 フリー 仲宗根 裕太 安仁屋 亮多  

52 000029 Rαsk 安仁屋 亮多  大城 祥平 

    權藤 丞 

53   Bye 23 大城 祥平 8-3  

003614 shot 大城 祥平 權藤 丞  

54 010841 MRS 權藤 丞  大城 祥平 

    權藤 丞 

55   Bye 10 大宜見 朝博 [10] 8-6  

004333 沖電TC 大宜見 朝博 [10] 島袋 広人  

56 014042 沖電TC 島袋 広人  北見 雄治郎 [2] 

009718 琉球大学 大屋 一哉 [15]  田村 知大 

57 014234 琉大医学部 岡田 雅海 大屋 一哉 [15] 9-8(1)  

   岡田 雅海  

58   Bye 16  大屋 一哉 [15] 

006233 チームSTEP 宮國 貴大  岡田 雅海 

59 002747 フリー 森田 陽一郎 宮國 貴大 8-1  

   森田 陽一郎  

60   Bye 18  北見 雄治郎 [2] 

006955 Nexus TC 大城 太志  田村 知大 

61 012520 フリ－ 屋嘉比 梨恩 志喜屋 光大 9-7  

006312 ケンテニ 志喜屋 光大 谷川 将勝  

62 008486 フリー 谷川 将勝 8-5  北見 雄治郎 [2] 

    田村 知大 

63   Bye 2 北見 雄治郎 [2] 8-4  

000160 YKCT 北見 雄治郎 [2] 田村 知大  

64 000746 YKCT 田村 知大  

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般男子中級
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

014733 ベテルギウス 佐藤 陽介 [1] 

1 008139 ベテルギウス 芳澤 亮 佐藤 陽介 [1] 富永 健司 [14] 富永 健司 [14] 

   芳澤 亮 岩渕 悠介 岩渕 悠介 

2   Bye 1  城島 研太 市野 皓之 [8] 9-7

010267 TEAM ASA-TENI 上間 正彦  玉城 賢斗 松山 玄徳

3 015630 高カロリーズ 吉田 彰郎 城島 研太 8-4  

013977 TC糸満 城島 研太 玉城 賢斗  

4 017376 TCI 玉城 賢斗 8-4  富永 健司 [14] 

017319 フリー 上間 一史  岩渕 悠介 

5 003590 漫友会ストレート 真栄城 嵩 小橋川 達仁 8-2  

008075 フリー 小橋川 達仁 山内 涼人  

6 000437 フリー 山内 涼人 8-5  富永 健司 [14] 

010921 沖縄国際大学 大盛 蒼生  岩渕 悠介 

7 017384 沖縄国際大学 比嘉 輝人 富永 健司 [14] 8-0  

007606 TAGテニスアカデミー 富永 健司 [14] 岩渕 悠介  

8 004072 テニスラウンジ糸満 岩渕 悠介 8-1  富永 健司 [14] 

004895 ベテルギウス 外間 正樹 [12]  岩渕 悠介 

9 010074 Nexus TC 大城 徹也  8-4  

003431 フリ－ 崎濱 秀悟   

10 005494 SOLA 崎濱 秀歩 Not Played 東江 航希 

013240 TCμ 仲本 茂雄  金城 栄輝 

11 014152 フリー 田口 敬一 東江 航希 w.o. 

006236 フリー 東江 航希 金城 栄輝  

12 016094 TCI 金城 栄輝 8-2  東江 航希 

016184 フリー 山城 正志  金城 栄輝 

13 016185 フリー 金城 光平 宮道 喜一 8-4  

015190 Nexus TC 宮道 喜一 青地 正哉  

14 012496 美ら海ビレッジ 青地 正哉 8-2  波田 真一郎 [7] 

    照屋 和幸 

15   Bye 7 波田 真一郎 [7] 8-4  

015788 フリ－ 波田 真一郎 [7] 照屋 和幸  

16 006751 フリ－ 照屋 和幸  富永 健司 [14]

014864 TEAM ASA-TENI 前川 考治 [4]  岩渕 悠介

17 015787 FOCUS 石川 雄一郎 前川 考治 [4] 8-2

   石川 雄一郎  

18   Bye 3  前川 考治 [4] 

016853 なかむらテニス 岩永 文博  石川 雄一郎 

19 006722 ケンテニ 島 宏史 照喜名 朝英 8-5  

007284 フリー 照喜名 朝英 玉那覇 祐矢  

20 003066 フリー 玉那覇 祐矢 8-2  名嘉真 英之 [16] 

004493 フリー 渡名喜 庸市  高良 恭平 

21 002694 realize 眞喜志 康太 大島 竜太 8-5  

012473 MRS 大島 竜太 野口 勇  

22 008526 MRS 野口 勇 8-6  名嘉真 英之 [16] 

017316 友テニ 照屋 隆道  高良 恭平 

23 016795 友テニ 金城 瑛次 名嘉真 英之 [16] 8-4  

004514 チームTAKARA 名嘉真英之[16] 高良 恭平  

24 004512 チームTAKARA 高良 恭平 9-8(4)  名嘉真 英之 [16] 

000125 shot 大城 盛弥 [11]  高良 恭平 

25 004867 shot 小嶺 幸己 仲村 祐史 8-4  

008019 GTC 仲村 祐史 松尾 太郎  

26 017378 宜野湾市役所 松尾 太郎 8-6  名城 綱基 

007347 銀杏の会 比嘉 俊道  福 克之 

27 017166 銀杏の会 菊池 勝彦 名城 綱基 8-4  

003208 Happiness OKTC KADENA 名城 綱基 福 克之  

28 000372 NRK㈱ 福 克之 8-5  奥平 響 [5] 

004978 玉城軍 徳村 清斗  郁 雄真 

29 010130 玉城軍 與那城 章一 中村 真 8-6  

016433 県総ナイターＴＣ 中村 真 渡口 良人  

30 014818 友テニ 渡口 良人 8-5  奥平 響 [5] 

    郁 雄真 

31   Bye 5 奥平 響 [5] 8-1  

011619 J1 奥平 響 [5] 郁 雄真  

32 002594 フリー 郁 雄真  

令和５年１月１４日（土）奥武山公園テニスコート

　決　勝　戦　
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016314 県総ナイターＴＣ 市野 皓之 [8]  

33 016221 FIVE FANTASISTA 松山 玄徳 市野 皓之 [8] 

008865 友テニ 屋良 朝飛 松山 玄徳 

34 009812 友テニ 根間 一弥樹 8-4  市野 皓之 [8] 

007549 shot 仲村 卓  松山 玄徳 

35 013223 フリー 川崎 俊 親川 巧 8-4  

010192 宜野湾市役所 親川 巧 赤嶺 雄斗  

36 004363 銀杏の会 赤嶺 雄斗 8-2  市野 皓之 [8] 

016082 フリー 八木 洸樹  松山 玄徳 

37 016095 フリー 内間 貴紀 山入端 竜也 8-3  

014289 Rαsk 山入端 竜也 新垣 博之  

38 003192 フリー 新垣 博之 8-4  平良 健太 [9] 

017386 かりゆしテニス会 上原 俊也  新城 優作 

39 017308 フリー 松村 拓也 平良 健太 [9] 8-4  

016756 ぴよぴよ 平良 健太 [9] 新城 優作  

40 016755 ぴよぴよ 新城 優作 8-4  市野 皓之 [8] 

010058 フリー 座間味 佳孝 [13]  松山 玄徳 

41 001442 フリー 銘苅 裕二 座間味 佳孝 [13] 8-6  

017012 フリー 碩 一樹 銘苅 裕二  

42 017009 shot 西濱 佑斗 9-7  仲本 晋吾 

004942 ベテルギウス 仲本 晋吾  比嘉 健太 

43 009683 ベテルギウス 比嘉 健太 仲本 晋吾 8-4  

017001 MRS 平橋 勇貴 比嘉 健太  

44 015809 MRS 河方 郁也 8-3  仲本 晋吾 

003591 KKT 古謝 浩一  比嘉 健太 

45 007754 KKT 砂邊 尚仁 宮里 憲治 9-7  

004165 フリー 宮里 憲治 知念 正士  

46 001228 FIVE FANTASISTA 知念 正士 8-6  宮里 憲治 

    知念 正士 

47   Bye 4 伊川 正啓 [3] 8-4  

013976 TCI 伊川 正啓 [3] 平良 直樹  

48 009237 TCI 平良 直樹  市野 皓之 [8]

013177 TCI 照屋 信斗 [6]  松山 玄徳

49 008605 玉城軍 高江洲 義智 照屋 信斗 [6] w.o.

   高江洲 義智  

50   Bye 8  照屋 信斗 [6] 

003608 フリー 奥平 兼也  高江洲 義智 

51 000226 フリー 白石 武山 當眞 一男 8-6  

016802 FREE 當眞 一男 知花 渡  

52 016812 FREE 知花 渡 9-7  照屋 信斗 [6] 

015718 フリ－ 仲間 涼  高江洲 義智 

53 001781 フリー 根間 孝幸 仲間 涼 8-4  

007751 フリ－ 内藤 雅実 根間 孝幸  

54 010268 フリー 神里 要 8-4  大城 良太 

000658 ベテルギウス 大城 良太  渡久山 盛之 

55 014732 次男連合 渡久山 盛之 大城 良太 8-3  

016490 TCμ 平良 圭 [10] 渡久山 盛之  

56 016777 フリー 津波古 正輝 8-6  佐久田 隆 [15] 

004323 県庁 佐久田 隆 [15]  喜瀬 一輝 

57 004811 友愛医療センター 喜瀬 一輝 佐久田 隆 [15] 8-0  

000214 ケンテニ 佐久原 悠也 喜瀬 一輝  

58 000353 ケンテニ 橋詰 大地 8-3  佐久田 隆 [15] 

017370 TCμ 木村 司  喜瀬 一輝 

59 008550 TCμ 矢野 夏樹 木村 司 8-4  

000148 フリ－ 我那覇 隆都 矢野 夏樹  

60 015322 テニスラウンジ糸満 比嘉 拓也 8-5  佐久田 隆 [15] 

008587 フリー 垣花 陸人  喜瀬 一輝 

61 003742 フリー 新城 由一朗 島袋 彰 8-3  

008713 フリー 島袋 彰 諸喜田 祐立  

62 009149 銀杏の会 諸喜田 祐立 8-1  島袋 彰 

    諸喜田 祐立 

63   Bye 2 儀間 仁 [2] 8-5  

005451 フリ－ 儀間 仁 [2] 大久保 洋  

64 004838 北の谷のウマシカ 大久保 洋  

令和５年１月１４日（土）奥武山公園テニスコート



第51回沖縄新春テニストーナメント
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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

017317 NTC 仲里 成人 

1 017318 NTC 島袋 大 仲里 成人 島袋 まさや 伊敷 弘俊

   島袋 大 平田 裕也 佐藤 光浩

2   Bye 1  仲里 成人 伊敷 弘俊 8-5

012874 HTJ 山崎 仁也  島袋 大 佐藤 光浩

3 013157 HTJ 廣澤 英治 山崎 仁也 8-5

004611 県庁テニス 多嘉良 斉 廣澤 英治  

4 004271 県庁テニスクラブ 新城 治 9-8(2) 本村 聡

    浦添 朝紀

5   Bye 17 浜本 昭 8-2

005358 TCμ 浜本 昭 金城 正樹  

6 005359 フリー 金城 正樹  本村 聡

    浦添 朝紀

7   Bye 15 本村 聡 8-2

016834 FIVE FANTASISTA 本村 聡 浦添 朝紀  

8 004860 FTC 浦添 朝紀  島袋 まさや

004924 ＴＦ 小波津 和宗  平田 裕也

9 004334 ＴＦ 武田 智 小波津 和宗 9-7

   武田 智  

10   Bye 9  島袋 まさや

011974 フリー 島袋 まさや  平田 裕也

11 017306 HEMTEC 平田 裕也 島袋 まさや 8-4

   平田 裕也  

12   Bye 24  島袋 まさや

    平田 裕也

13   Bye 25 上野 健太 8-5

013987 フリー 上野 健太 平原 勇俊  

14 014877 西崎テニスクラブ 平原 勇俊  上野 健太

    平原 勇俊

15   Bye 7 平田 直也 8-6

005785 0-40 平田 直也 比嘉 祐二  

16 006793 0-40 比嘉 祐二  島袋 まさや

017159 マイペース 平良 大輔  平田 裕也

17 016217 DOWN THE LINE 阿波根 優 平良 大輔 8-4

   阿波根 優  

18   Bye 3  平良 大輔

014874 首里森庭球倶楽部 瀧口 真也  阿波根 優

19 017008 首里森庭球倶楽部 石津 秀幸 瀧口 真也 9-8(5)

   石津 秀幸  

20   Bye 29  奥濱 真一

    石井 周

21   Bye 20 田畑 聖仁 8-6

017029 琉大医学部 田畑 聖仁 筬島 慶  

22 015294 琉大医学部 筬島 慶  奥濱 真一

    石井 周

23   Bye 13 奥濱 真一 8-5

004251 SSS 奥濱 真一 石井 周  

24 004570 ＴＦ 石井 周  下地 敏彦

016213 あっちゃんず軍団 小川 顕  秦 一

25 016337 フリ－ 島田 一樹 小川 顕 8-1

   島田 一樹  

26   Bye 11  中村 稔

014033 Nexus TC 中村 稔  知念 績也

27 014032 Nexus TC 知念 績也 中村 稔 8-4

   知念 績也  

28   Bye 21  下地 敏彦

    秦 一

29   Bye 28 池村 恒平 8-2

015095 チームわくがわ 池村 恒平 澤紙 教克  

30 016200 DOWN THE LINE 澤紙 教克  下地 敏彦

012500 0-40 名嘉 康  秦 一

31 008144 0-40 新本 祐介 下地 敏彦 8-2

008018 サンデーズ 下地 敏彦 秦 一  

32 013590 サンデーズ 秦 一 8-1

令和５年１月１４日（土）奥武山公園テニスコート

　決　勝　戦　



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般男子初級
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

009752 ガチンコ 上原 紀幸  

33 006224 ガチンコ 知念 政和 上原 紀幸

   知念 政和

34   Bye 6  大田 守晃

010008 高校教員 大田 守晃  新崎 康邦

35 008412 高校教員 新崎 康邦 大田 守晃 8-6

   新崎 康邦  

36   Bye 27  大田 守晃

    新崎 康邦

37   Bye 22 山城 順也 8-6

010861 フリー 山城 順也 石嶺 雅志  

38 016790 FREE 石嶺 雅志  佐久田 直克

    大井 明徳

39   Bye 12 佐久田 直克 w.o.

006200 フリー 佐久田 直克 大井 明徳  

40 008046 TCμ 大井 明徳  伊敷 弘俊

015001 にこにこテニスクラブ 伊敷 弘俊  佐藤 光浩

41 017030 HEMTEC 佐藤 光浩 伊敷 弘俊 8-2

   佐藤 光浩  

42   Bye 14  伊敷 弘俊

013820 ラッキーTC 大城 勝彦  佐藤 光浩

43 004419 ラッキーTC 宮国 清 大城 勝彦 8-1

   宮国 清  

44   Bye 19  伊敷 弘俊

    佐藤 光浩

45   Bye 30 富山 輝夫 8-5

011851 首里森庭球倶楽部 富山 輝夫 東迎 暢人  

46 014170 フリー 東迎 暢人  下地 秀一

012011 サンデーズ 下地 秀一  長谷野 文吾

47 016942 サンデーズ 長谷野 文吾 下地 秀一 8-4

010146 チャンス 原 篤史 長谷野 文吾  

48 006231 だぶるちきん 長濱 真太  伊敷 弘俊

014815 HTJ 前野 信哉  佐藤 光浩

49 016464 HTJ 谷中田 洋樹 前野 信哉 8-4

   谷中田 洋樹  

50   Bye 8  嘉陽田 朝之

016214 首里森AG 嘉陽田 朝之  高江洲 義亮

51 014834 KI'S 高江洲 義亮 嘉陽田 朝之 8-0

   高江洲 義亮  

52   Bye 26  嘉陽田 朝之

    高江洲 義亮

53   Bye 23 仲村 到 8-1

015626 TCμ 仲村 到 梅木 寿治  

54 014167 STCR 梅木 寿治  國仲 俊幸

011850 FOCUS 奥原 聡  新里 茂希

55 006207 TRY 白石 裕樹 國仲 俊幸 8-3

016220 チームわくがわ 國仲 俊幸 新里 茂希  

56 015092 チームわくがわ 新里 茂希 8-5 嘉陽田 朝之

015090 チームわくがわ 名嘉 正繁  高江洲 義亮

57 008098 DOWN THE LINE 赤羽 利夫 名嘉 正繁 8-3

   赤羽 利夫  

58   Bye 16  又吉 弘

004250 0-40 又吉 弘  名城 康昌

59 004258 0-40 名城 康昌 又吉 弘 8-1

   名城 康昌  

60   Bye 18  又吉 弘

    名城 康昌

61   Bye 31 仲吉 恭佑 8-4

008872 フリー 仲吉 恭佑 長嶺 魁星  

62 008828 沖縄国際大学 長嶺 魁星  池原 里

    湧川 翔太

63   Bye 2 池原 里 8-4

017002 うるまダンディもどき 池原 里 湧川 翔太  

64 017380 JTA 湧川 翔太  

令和５年１月１４日（土）奥武山公園テニスコート



第23回米地杯ベテランテニス大会

男子４５才-予選リーグ
※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

男子４５才 - グループ A

選手登録番号 所属団体
真境名 啓

高田 明彦

我如古 健司

比嘉 憲信

伊佐 真也

島袋 章浩
勝敗 順位

1
004524

004473

Team Joo

新都心倶楽部

真境名 啓

高田 明彦
6-2 6-3 2-0 1

2
008470

009274

フリー

k-プラス

我如古 健司

比嘉 憲信
2-6 6-2 1-1 2

3
004448

013964

HEMTEC

ワープ

伊佐 真也

島袋 章浩
3-6 2-6 0-2 3

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

男子４５才 - グループ B

選手登録番号 所属団体
仲眞 亮

高江洲 隆太

小山 宏樹

田中 政幸

大城 仁

玉城 善章
勝敗 順位

4
005744

014256

新都心倶楽部

さんくらぶ

仲眞 亮

高江洲 隆太
6-3 6-3 2-0 1

5
006190

017379

TEAM ASA-TENI

TEAM ASA-TENI

小山 宏樹

田中 政幸
3-6 6-2 1-1 2

6
006794

006763

TEAM ASA-TENI

チームK

大城 仁

玉城 善章
3-6 2-6 0-2 3

試合順序：１（４－５）、２（５－６）、３（４－６）

男子４５才 - グループ C

選手登録番号 所属団体
崎原 学

湧川 重智

中村 猛

植田 賢司

津田 丈生

長濱 勝也
勝敗 順位

7
004346

004421

沖電TC

チームわくがわ

崎原 学

湧川 重智
6-1 6-3 2-0 1

8
013588

013182

フリー

フリー

中村 猛

植田 賢司
1-6 0-6 0-2 3

9
004534

015805
フリ－

漫友会ストレート

津田 丈生

長濱 勝也
3-6 6-0 1-1 2

試合順序：１（７－８）、２（８－９）、３（７－９）

男子４５才 - 決勝リーグ　※１セットマッチ（６オールタイブレーク）　1月28日（土）

選手登録番号 所属団体
真境名 啓

高田 明彦

仲眞 亮

高江洲 隆太

崎原 学

湧川 重智
勝敗 順位

A
004524

004473

Team Joo

新都心倶楽部

真境名 啓

高田 明彦
6-4 6-2 2-0 1

B
005744

014256

新都心倶楽部

さんくらぶ

仲眞 亮

高江洲 隆太
4-6 4-6 0-2 3

C
004346

004421

沖電TC

チームわくがわ

崎原 学

湧川 重智
2-6 6-4 1-1 2

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート

試合順序：１（Ａ－Ｂ）、２（Ｂ－Ｃ）、３（Ａ－Ｃ）



第23回米地杯ベテランテニス大会

男子５５才－予選リーグ
※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

男子５５才 - グループ A

選手登録番号 所属団体 
比嘉 健

浦崎 薫

中島 克己

金城 宏也

屋良 朝群

石川 清昭
勝敗 順位

1
005748

004479

フリー

フリー

比嘉 健

浦崎 薫
7-6（４） 6-3 2-0 1

2
005495

004789

毎日TC

あっちゃんず軍

中島 克己

金城 宏也
6(4)-7 4-6 0-2 3

3
006761

003599

moon

朝練クラブ

屋良 朝群

石川 清昭
3-6 6-4 1-1 2

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

男子５５才 - グループ B

選手登録番号 所属団体
嘉手納 良博

鉢嶺 元安

稲福 徹也

須田 一誠

久貝 順治

伊波 幸広
勝敗 順位

4
002095

004299

ワープ

琉大教職員

嘉手納 良博

鉢嶺 元安
6-0 6-2 2-0 1

5
011799

014275

フリー

フリー

稲福 徹也

須田 一誠
0-6 2-6 0-2 3

6
016749

009713

フリー

Nexus TC

久貝 順治

伊波 幸広
2-6 6-2 1-1 2

試合順序：１（４－５）、２（５－６）、３（４－６）

男子５５才 - グループ C

選手登録番号 所属団体
上江洌 学

前仲 清浩

儀保 健蔵

大嶺 政信

宮城 和成

譜久村 裕司
勝敗 順位

7
004546

004238

TCμ

ワープ

上江洌 学

前仲 清浩
6-1 6-0 2-0 1

8
007552

004112

Nexus TC

フリ－

儀保 健蔵

大嶺 政信
1-6 2-6 0-2 3

9
008066

008074

ぷらす

ぷらす

宮城 和成

譜久村 裕司
2-6 6-2 1-1 2

試合順序：１（７－８）、２（８－９）、３（７－９）

男子５５才 - グループ D

選手登録番号 所属団体
川上 喜也

新城 隆

國吉 豊

新垣 豊

嘉数 好規

大村 浩三
勝敗 順位

10
005696

004525

ワープ

Team Joo

川上 喜也

新城 隆
6-0 6-4 2-0 1

11
014181

004236

Nexus TC

TORIIマングース

國吉 豊

新垣 豊
0-6 1-6 0-2 3

12
004521

006075

チームK

朝練クラブ

嘉数 好規

大村 浩三
4-6 6-1 1-1 2

試合順序：１（１０－１１）、２（１１－１２）、３（１０－１２）

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート



男子５５才-決勝トーナメント

※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

A

 

比嘉 健
浦崎 薫

B 嘉手納 良博

鉢嶺 元安
7-5

 

 
比嘉 健
浦崎 薫

C

 
7-6(5)

川上 喜也
新城 隆  

D 川上 喜也

新城 隆
6-1

   

  

比嘉 健

浦崎 薫

フリー

フリー

005748

004479

ワープ

Team Joo

005696

004525

上江洌 学

前仲 清浩

TCμ

ワープ

004546

004238

ワープ

琉大教職員

002095

004299



第23回米地杯ベテランテニス大会

男子６５才-予選リーグ
※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

男子６５才 - グループ A

選手登録番号 所属団体
平良 博紀

比嘉 義行

仲間 由信

具志堅 恵治

友利 正吉

川平 嘉昭
勝敗 順位

1
004884

005420

㈱沖縄ダイケン

宮城TC

平良 博紀

比嘉 義行
6-2 6-0 2-0 1

2
014184

006072
首里森庭球倶楽部

木漫TC

仲間 由信

具志堅 恵治
2-6 6-1 1-1 2

3
004886

014563

TMTC

クラウディ

友利 正吉

川平 嘉昭
0-6 1-6 0-2 3

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

男子６５才 - グループ B

選手登録番号 所属団体
小柳 邦彦

西條 正美

平宇 康

湖城 竹三郎

平良 悟

照屋 兼司

勝敗
取得ゲーム

率
順位

4
006748

012934

フリー

チームIRIYA

小柳 邦彦

西條 正美
2-6 7-6(2)

1-1
(0.428)

2

5
013166

008427

今帰仁テニス同好会

漫坊’s

平宇 康

湖城 竹三郎 6-2 0-6
1-1

(0.428) 2

6
004549

004603

プロバンス

TRY

平良 悟

照屋 兼司
6(2)-7 6-0

1-1
(0.631)

1

試合順序：１（４－５）、２（５－６）、３（４－６）

男子６５才 - グループ C

選手登録番号 所属団体
上原 敏則

及川 卓郎

古堅 宗篤

金城 正巳

湧田 森明

玉城 義久
勝敗 順位

7
003595

003581

サンデーズ

サンデーズ

上原 敏則

及川 卓郎
7-5 6-2 2-0 1

8
017382

017381
シールズテニスクラブ

シールズテニスクラブ

古堅 宗篤

金城 正巳
5-7 6-0 1-1 2

9
005457

004306

TCμ

TC

湧田 森明

玉城 義久
2-6 0-6 0-2 3

試合順序：１（７－８）、２（８－９）、３（７－９）

男子６５才 - グループ D

選手登録番号 所属団体
坂本 嘉秀

安次嶺 昌記

山内 昌則

金武 朝和

具志 茂

知念 信男
勝敗 順位

10
014996

004051

フリー

ワープ

坂本 嘉秀

安次嶺 昌記
6-0 6-2 2-0 1

11
004910

006279

毎日TC

毎日TC

山内 昌則

金武 朝和
0-6 6-3 1-1 2

12
011782

006073

木漫TC

木漫TC

具志 茂

知念 信男
2-6 3-6 0-2 3

試合順序：１（１０－１１）、２（１１－１２）、３（１０－１２）

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート



男子６５才-決勝トーナメント

※１セットマッチ（６オールタイブレーク）　

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

A

B 6-1

 

上原 敏則

及川 卓郎

C WO

上原 敏則

及川 卓郎  

D 6-1

   

坂本 嘉秀

安次嶺 昌記

フリー

ワープ

014996

004051

上原 敏則

及川 卓郎

サンデーズ

サンデーズ

003595

003581

平良 悟

照屋 兼司

プロバンス

TRY

004549

004603

平良 博紀

比嘉 義行

㈱沖縄ダイケン

宮城TC

004884

005420

平良 悟

照屋 兼司



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般女子オープン
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  久手堅 周子 

016195 ヤバメーン 久手堅 周子  仲村 利沙 

3 006111 チャレンジ 仲村 利沙 久手堅 周子 9-7  

004553 Vamos 喜屋武 忍 仲村 利沙  

4 001412 FIVE FANTASISTA 我那覇 みなみ 9-8(5)  當銘 咲星 

004929 ヤバメーン 比嘉 みなみ [3]  知名 真歩 

5 015042 ヤバメーン 濵田 明世 比嘉 みなみ [3] 8-6  

   濵田 明世  

6   Bye 3  當銘 咲星 

003616 ヤバメーン 喜屋武 絵里香  知名 真歩 

7 012913 ヤバメーン 浦崎 結子 當銘 咲星 8-3  

007579 フリー 當銘 咲星 知名 真歩  

8 000831 フリー 知名 真歩 9-7  大津 あかり [2]

004597 joker 喜久里 望  新垣 貴実子

9 005713 joker 新城 雅 小川 万理子 8-3

007570 ヤバメーン 小川 万理子 比嘉 奈々絵  

10 002180 FIVE FANTASISTA 比嘉 奈々絵 8-1  小川 万理子 

004505 りゅうせきフロントライン 喜納 玲奈  比嘉 奈々絵 

11 017369 フリ－ 眞榮平 愛美 宮城 李奈 [4] 8-4  

002312 ヤバメーン 宮城 李奈 [4] 田口 星奈  

12 017000 フリー 田口 星奈 w.o. 大津 あかり [2] 

000034 りゅうせき 下地 奈奈  新垣 貴実子 

13 000708 フリー 城間 安実 下地 奈奈 8-2  

015801 ヤバメーン 中村 恵莉菜 城間 安実  

14 012977 ヤバメーン 玉寄 春奈 8-1  大津 あかり [2] 

    新垣 貴実子 

15   Bye 2 大津 あかり [2] 8-4  

016946 フリー 大津 あかり [2] 新垣 貴実子  

16 000007 フリー 新垣 貴実子  

   

  

令和５年１月１５日（日）奥武山公園テニスコート



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般女子中級
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

013966 Beast 佐藤 優菜 [1] 

1 015782 テニスラウンジ糸満 安次嶺 優紀 佐藤 優菜 [1] 

   安次嶺 優紀 

2   Bye 1  佐藤 優菜 [1] 

015031 FOCUS 二宮 祥子  安次嶺 優紀 

3 012904 HTJ 神里 八重子 神 久美 8-2  

014637 Vamos 神 久美 豊田 磨智子  

4 014330 TCμ 豊田 磨智子 8-2  喜多 倫子 [6] 

004053 漫友会ストレート 伊野波 真葵子  高橋 日向子 

5 014021 BCテニスクラブ 石原 陽子 伊野波 真葵子 8-2  

009213 あっちゃんず軍団 小林 あゆみ 石原 陽子  

6 013321 フリー 比嘉 美佳 8-4  喜多 倫子 [6] 

001567 FIVE FANTASISTA 比嘉 奈美  高橋 日向子 

7 005933 FIVE FANTASISTA 生盛 志歩 喜多 倫子 [6] 8-6  

010710 Beast 喜多 倫子 [6] 高橋 日向子  

8 012025 フリーダムα 高橋 日向子 8-6  喜多 倫子 [6] 

013839 フリー 多良間 理沙 [3]  高橋 日向子 

9 013975 ケンテニ 清水 春奈 多良間 理沙 [3] w.o. 

017390 琉大医学部 内田 凜 清水 春奈  

10 003821 琉球大学 宮城 安寿 8-1  多良間 理沙 [3] 

015049 友テニ 佐藤 小百合  清水 春奈 

11 004179 友テニ 比嘉 カンナ 國仲 美鈴 9-7  

015742 首里森庭球倶楽部 國仲 美鈴 牧迫 夏奈子  

12 016846 フリー 牧迫 夏奈子 w.o. 多良間 理沙 [3] 

016742 オールフリー 座安 友美  清水 春奈 

13 004902 スーン 金城 久代 當山 奈七子 8-4  

017296 いもっち　TC 當山 奈七子 高良 若菜  

14 017295 いもっち　TC 高良 若菜 8-5  田口 恵 [7] 

011526 Nexus TC 大城 文乃  稲福 麻衣子 

15 003532 ぷらす 與那覇 瑠海 田口 恵 [7] 8-3  

006061 TAGテニスアカデミー 田口 恵 [7] 稲福 麻衣子  

16 011797 グロリオサ 稲福 麻衣子 8-1  儀間 真紀 [2] 

005459 ファイン 中島 佐由美 [5]  小林 弥生 

17 016087 首里森庭球倶楽部 松尾 麻美 中島 佐由美 [5] 8-6  

006164 スーン 前仲 清美 松尾 麻美  

18 005007 TCμ 志村 昌枝 8-2  中島 佐由美 [5] 

004552 GenTS 源河 晶子  松尾 麻美 

19 012878 HTJ 金城 由佳理 源河 晶子 9-7  

010116 スーン 當山 田岐子 金城 由佳理  

20 013837 県総ナイターＴＣ ウォーレン 真理子 8-1  正村 桃子 [4] 

016832 ケンテニ 志喜屋 麻美  阿波連 詩織 

21 011889 スカーレット 矢野 淳子 志喜屋 麻美 8-6  

016210 あっちゃんず軍団 日置 姿乃 矢野 淳子  

22 004773 あっちゃんず軍団 末吉 みづき 8-0  正村 桃子 [4] 

000028 友テニ 安仁屋 優希  阿波連 詩織 

23 017273 友テニ 田場 梓 正村 桃子 [4] 9-8(4)  

017322 沖電TC 正村 桃子 [4] 阿波連 詩織  

24 005786 FREE 阿波連 詩織 8-3  儀間 真紀 [2] 

005407 Nexus TC 仲俣 愛裕実 [8]  小林 弥生 

25 009739 Nexus TC 宮里 愛香 仲俣 愛裕実 [8] 8-1  

013320 ケンテニ 石川 希 宮里 愛香  

26 016209 あっちゃんず軍団 嘉陽田 亜耶美 9-7  兼次 愛 

005749 FINE 仲村渠 さゆり  金城 麻美 

27 004911 FINE 福 悦子 兼次 愛 8-5  

015521 Vamos 兼次 愛 金城 麻美  

28 013179 MRS 金城 麻美 8-3  儀間 真紀 [2] 

002437 トラスティック 島袋 あかり  小林 弥生 

29 017374 友愛医療センター 藤田 和加子 島袋 あかり 8-3  

015603 首里森AG 古謝 智子 藤田 和加子  

30 016083 あっちゃんず軍団 谷久保 えりか 8-5  儀間 真紀 [2] 

    小林 弥生 

31   Bye 2 儀間 真紀 [2] 8-2  

004565 チームわくがわ 儀間 真紀 [2] 小林 弥生  

32 008028 Freedom 小林 弥生  

令和５年１月２８日（土）奥武山公園テニスコート



第51回沖縄新春テニストーナメント

一般女子初級
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

014995 HTJ 前野 智絵 

1 017180 HTJ 西村 絵里佳 前野 智絵 

   西村 絵里佳 

2   Bye 1  崎山 則子 

015039 フリー 崎山 則子  藤田 香織 

3 012912 TRY 藤田 香織 崎山 則子 9-7  

017176 TCμ 安里 恵理子 藤田 香織  

4 016706 TCμ 高田 淳子 8-2  玉城 奈莉子 

015791 YKCT 宮野 綾乃  阿波根 美乃 

5 015528 YKCT 知念 芳恵 宮野 綾乃 8-2  

017387 琉大医学部 古田口 怜奈 知念 芳恵  

6 016976 琉球大学 櫻木 陽菜 8-0  玉城 奈莉子 

013159 HTJ 照屋 美奈子  阿波根 美乃 

7 016989 TCμ 片桐 君佳 玉城 奈莉子 8-6  

016968 フリー 玉城 奈莉子 阿波根 美乃  

8 015784 マイペース 阿波根 美乃 8-1  玉城 奈莉子 

017383 TCμ 野崎 奈々子  阿波根 美乃 

9 016216 SSS 青木 真希子 野崎 奈々子 8-1  

017388 琉大医学部 仲本 理香子 青木 真希子  

10 016988 琉球大学 奥浜 真衣花 8-0  野崎 奈々子 

005741 TCμ 豊平 正美  青木 真希子 

11 017373 TCμ 金城 キミエ 豊平 正美 8-3  

   金城 キミエ  

12   Bye 13  野崎 奈々子 

013231 伊集TFC 宮城 弥生  青木 真希子 

13 016845 TCμ 新川 貴美子 宮城 弥生 8-6  

011497 BTC 宮脇 都 新川 貴美子  

14 012893 Nexus TC 高橋 裕子 8-1  下地 孝子 

    許田 信子 

15   Bye 5 下地 孝子 8-6  

006177 スーン 下地 孝子 許田 信子  

16 006084 ＴＦ 許田 信子  玉城 奈莉子 

017377 ベテルギウス 上原 智子  阿波根 美乃 

17 017328 ベテルギウス 渡久山 郁子 上原 智子 8-2  

   渡久山 郁子  

18   Bye 6  梅村 由紀子 

013637 ボルドー 須田 真美子  照喜名 沙弥香 

19 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  

20 016806 結TC 照喜名 沙弥香 8-1  上原 理絵 

017389 琉大医学部 ハート 恵理香  川嶋 綾佳 

21 016432 琉大医学部 米原 結貴 上原 理絵 9-7  

006148 FIVE FANTASISTA 上原 理絵 川嶋 綾佳  

22 011892 FIVE FANTASISTA 川嶋 綾佳 8-0  上原 理絵 

    川嶋 綾佳 

23   Bye 4 上原 千恵子 w.o. 

008071 チームＴＫ 上原 千恵子 嘉数 喜久江  

24 017385 チームＴＫ 嘉数 喜久江  上原 理絵 

013831 フリー 比嘉 さとみ  川嶋 綾佳 

25 009704 TCμ 謝敷 春美 島本 和代 8-6  

004674 首里森庭球倶楽部 島本 和代 新井 左織  

26 004820 Nexus TC 新井 左織 w.o. 島本 和代 

015284 TCμ 島袋 麻梨子  新井 左織 

27 004599 TCμ 金城 末乃 島袋 麻梨子 8-2  

   金城 末乃  

28   Bye 10  島本 和代 

    新井 左織 

29   Bye 15 宇良 かやの 8-3  

010127 YKCT 宇良 かやの 島 美玲  

30 010465 YKCT 島 美玲  桃原 さおり 

010408 NANJOY 桃原 さおり  田幸 絵里 

31 013582 TCμ 田幸 絵里 桃原 さおり 9-7  

004487 フレッシュアップルズ 伊波 美穂 田幸 絵里  

32 013574 伊集TFC 松川 孝子 8-2  

令和５年１月２８日（土）奥武山公園テニスコート



第23回米地杯ベテランテニス大会

女子５０才-予選リーグ
※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

女子５０才 - グループ A

選手登録番号 所属団体 
上江洌 美智子

加勢 みさ代

屋良 みつ子

福里 涼子

仲本 典子

棚原 和子
勝敗 順位

1
004547

014721

TCμ

グロリオサ

上江洌 美智子

加勢 みさ代
不戦敗0-6（WD） 不戦敗0-6（WD） 0-2 3

2
006762

000022

いちごクラブ

フリー

屋良 みつ子

福里 涼子
不戦勝6-0（WD) 5-7 1-1 2

3
004822

004494

プロバンス

ふぁにーず

仲本 典子

棚原 和子
不戦勝6-0（WD) 7-5 2-0 1

試合順序：１（１－２）、２（２－３）、３（１－３）

女子５０才 - グループ B

選手登録番号 所属団体
漢那 美由紀

照屋 智美

徳永 成子

松本 三千代

與那嶺 睦美

諸見里 直美
勝敗 順位

4
003560

004609

ふぁにーず

ふぁにーず

漢那 美由紀

照屋 智美
2-6 6-3 1-1 2

5
008034

004909

ロイヤル

いちごクラブ

徳永 成子

松本 三千代
6-2 9-8(6) 2-0 1

6
016199

011535

SSS

TCμ

與那嶺 睦美

諸見里 直美
3-6 8(6)-9 0-2 3

試合順序：１（４－５）、２（５－６）、３（４－６）

女子５０才 - グループ C

選手登録番号 所属団体
嘉陽 則子

石原 トモ子

小泉 純子

津波古 綾子

桃原 春美

金城 つぶら

仲西 早苗

玉城 りん子
勝敗

取得ゲーム率
順位

7
005492

004600
TTT
チームジェニファー

嘉陽 則子

石原 トモ子
7-6(5) 6-1 2-0

0.65
2

8
017368

017364

フリー

フリー

小泉 純子

津波古 綾子
6(5)-7 2-6 0-2

0.38
3

9
004698

008061

ちむちむ

FINE

桃原 春美

金城 つぶら
1-6 0-6 0-2

0.07
4

10
004725

009661

Nexus TC

フリー

仲西 早苗

玉城 りん子
6-2 6-0 2-0

0.8
1

試合順序：１（７－８，９－１０）、２（７－９，８－１０）

女子５０才 - グループ D

選手登録番号 所属団体
井藤 京子

具志堅 涼子

森 純子

津田 あさの

瀬良垣 美賀

金城 悦子

喜納 ひとみ

高良 紀子
勝敗

取得ゲーム率
順位

11
003553

004767
A'sFactory
チームジェニファー

井藤 京子

具志堅 涼子
6-2 6-2 2-0

0.75
1

12
004245

004933

とくいち

フリ－

森 純子

津田 あさの
2-6 2-6 0-2

0.25
4

13
008060

014194

シールズ

シールズ

瀬良垣 美賀

金城 悦子
2-6 4-6 0-2

0.33
3

14
004119

004724

ライナーズ

ふぁにーず

喜納 ひとみ

高良 紀子
6-4 6-4 2-0

0.666
2

試合順序：１（１１－１２，１３－１４）、２（１１－１３，１２－１４）

令和５年１月２８日（土）奥武山公園テニスコート



女子５０才-決勝トーナメント
※１セットマッチ（６オールタイブレーク）

選手登

録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者

4822 プロバンス  仲本 典子

A 4494  ふぁにーず 棚原 和子  仲本 典子

8034 ロイヤル 徳永 成子 棚原 和子

B 4909  いちごクラブ 松本 三千代 6-3 仲西 早苗

4725 Nexus TC 仲西 早苗  玉城 りん子

C 9661  フリー 玉城 りん子 仲西 早苗 6-1
3553 A'sFactory 井藤 京子 玉城 りん子  

D 4767  チームジェニファー 具志堅 涼子 7-6(6)

   


