
平成１６年度 クラブ対抗テニス大会（仮ドロー）

出場選手にお知らせ願います。天候不順等による開催有無は、当日会場に掲載します。

大会日程 両日８：３０受付・９：００試合開始 会場：宮崎県総合運動公園

種目 9月12日（日） 9月18日（土） 試合方法
男子Ａ 全試合 予選リーグ：全試合１セットﾏｯﾁノーアドバンテージ
男子Ｂ 予選リーグ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 決勝トーナメント：全試合１セットマッチ
男子Ｃ 全試合
女子Ａ 全試合 問い合わせ先：宮崎県テニス協会    
女子Ｂ 予選リーグ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

電話０９８５－２１－１３２２   担当姫田
【種　目】：　男子Aクラス

ティファニー ＣＨイワキリ 空港テニスクラブ キャンティ
山西浩司 ティファニー 黒坂春尚 ＣＨイワキリ 志賀　眞 ファイナル 永富一之 ジオテックＴＣ

野々下弘樹 ティファニー 新増健一 ＣＨイワキリ 永易修一 ファイナル 三好　学 ジオテックＴＣ

松浦一郎 Ｃキャンティ 高橋功多 ＣＨイワキリ 山元　茂 ファイナル 内山智博 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ
佐々木学 ルネサンス 槇英俊 ＣＨイワキリ 曽根正幸 ジオテック 山元敏彦 Ｃキャンティ
新谷一郎 ルネサンス 斎藤国広 ＣＨイワキリ 池田一志 ジオテック 中川俊之 Ｃキャンティ

青木久尚 リザーブ 川越貴浩 Ｃキャンティ

ルネサンス宮崎 宮役所テニスクラブ Ｄｉａｓ　Ｄｅａ サンタハウス

本田充生 ルネサンス 川窪雄二 宮役所ＴＣ 徳丸潤 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 岩田　誠 サンタハウス

松本直樹 ルネサンス 川野辰幸 宮役所ＴＣ 中野真仁 佐土原高校教諭 池澤　隆一 サンタハウス

池田幸二 ルネサンス 井上彰 宮役所ＴＣ 小椋大 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 神崎　秀樹 サンタハウス

後藤洋二郎 ルネサンス 藤森友幸 宮役所ＴＣ 籾木一亨 佐土原高校 木崎　真司 サンタハウス

森木玲雄奈 ルネサンス 松元仁生 宮役所ＴＣ 大原文平 佐土原高校 菊地　誠 サンタハウス

太田準也 ルネサンス 長友済 宮役所ＴＣ 前崎真一 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 城　悠吉 新富クラブ
伊藤享祐 宮大 田邊真吾 宮役所ＴＣ

【種　目】：　女子Aクラス

私達拾える ゆかいな仲間たち ＣＨイワキリ ダンデロイヤル
岡田伸子 ＨＩＲＯ．Ｌ 安藤由子 Ｃキャンティ 黒坂高子 ＣＨイワキリ 竹原美和子 ダンデライオン

中里文子 ＨＩＲＯ．Ｌ 杉田直子 Ｃキャンティ 川田代尚子 ＣＨイワキリ 吉山政子 ダンデライオン

垂水千代子 ＨＩＲＯ．Ｌ 河野礼子 Ｃキャンティ 高橋貴子 ＣＨイワキリ 丸野佳子 ダンデライオン

岩切啓子 ＨＩＲＯ．Ｌ 山下真理子 シーガイア 西井克子 ＣＨイワキリ 宮永朋美 ダンデライオン

中山るみ ＨＩＲＯ．Ｌ 杉山恵子 日南TC 桑山裕子 ＣＨイワキリ 山本幸子 延岡ロイヤル

河野節子 ＨＩＲＯ．Ｌ 黒岩千佳 日南TC 矢野芳子 延岡ロイヤル

なでしこ宮庭
石井順子 シーガイア
諏訪順子 宮庭クラブ
河野明美 宮庭クラブ
小松　奏 テｨップトップ
小松美智子 宮庭クラブ
泉　玲子 新田原ＴＣ
野間 瑠美 宮庭クラブ
岡   由子 延岡ロイヤル



【種　目】：　男子Bクラス

九電クラブ 旭化成霧島 旭化成黒霧 ニケ・ウイング

安元伸司 九電クラブ 矢吹裕二 旭化成ＴＣ 宮田澄夫 旭化成ＴＣ 吉玉あらし ニケ・ウイング

中武盛義 九電クラブ 三谷　徹 旭化成ＴＣ 岩男満年 旭化成ＴＣ 大島直樹 ニケ・ウイング

出田正人 九電クラブ 小池敏久 旭化成ＴＣ 星谷正男 旭化成ＴＣ 信田好徳 ニケ・ウイング

有村　守 九電クラブ 熊澤光洋 旭化成ＴＣ 田所義幸 旭化成ＴＣ 折田健作 ニケ・ウイング

鶴田幸市 九電クラブ 今井啓二 旭化成ＴＣ 森　清一 旭化成ＴＣ 川越祐二 ETC

ファントム わかばＢＢ フラワーボーイズ らぶすとーん
松田丈正 サンシャイン 大迫　朗 わかばＴＣ 花森裕久 ルネサンス 岩満英樹 シーガイア
佐々木達郎 サンシャイン 大迫　宏 わかばＴＣ 花立喜照 ルネサンス 轟木進一 シーガイア
海保　寛 サンシャイン 児玉裕也 わかばＴＣ 前花利紀 ルネサンス 来馬　剛 らぶすとーん

永友邦彦 サンシャイン 高野宏昭 わかばＴＣ 長友　悟 ルネサンス 塩見守正 らぶすとーん

坂本幸博 サンシャイン 平井　忍 わかばＴＣ 瀬尾隆太 ルネサンス 吉原博文 らぶすとーん

チーム磯の波へぇ 佐土原高校Ａ Ｄ－Ｔ－Ｌ ＥＴＣジュニア
小野真一 磯 椎村光太郎 佐土原高校 那須紘之 Ｄ－Ｔ－Ｌ 井田篤 ＥＴＣ
前田啓一 磯 中村大輔 佐土原高校 久保田恵三 Ｄ－Ｔ－Ｌ 山口洋一 ＥＴＣ
佐竹且弘 磯 元　裕太郎 佐土原高校 大部園一彦 Ｄ－Ｔ－Ｌ 河野雄一 ＥＴＣ
本　輝幸 磯 中平真成 佐土原高校 竹井裕二 Ｄ－Ｔ－Ｌ 興梠勝彦 ＥＴＣ
甲斐久裕 磯 稲田拓也 佐土原高校 黒木正行 Ｄ－Ｔ－Ｌ 湯地健一 ＥＴＣ
湯地克仁 磯 河野忠身 佐土原高校 森川慎也 Ｄ－Ｔ－Ｌ 弓削俊浩 ＥＴＣ

いとう なんじゃこりゃ～ ウォリアーズ 佐土原高校Ｂ
小野茂和 宮崎大学 垂水　透 シーガイア 甲斐秀雄 シーガイア 緒方大輔 佐土原高校
吉永周平 宮崎大学 寺石眞弘 シーガイア 細田米一郎 シーガイア 岩切恵佑 佐土原高校
佐藤圭吾 宮崎大学 野辺信勝 シーガイア 西村直樹 シーガイア 高坂邦彬 佐土原高校
船木　翔 宮崎大学 柚木崎森義 シーガイア 宇野准二 シーガイア 山下宏樹 佐土原高校
帆足貴紀 宮崎大学 谷口和隆 シーガイア 佐藤彰宣 シーガイア 河辺信彰 佐土原高校
藤崎真也 宮崎大学 垂水　亮 シーガイア 串間義孝 シーガイア 境　桂吾 佐土原高校

ジオテックB シーガイア連合軍 都城ローン ジオテックA
園田育功 ジオテックＴＣ 谷山泰祥 シーガイア 森　　弘 都城ローン 山下　寛 ジオテックＴＣ

姫野正和 ジオテックＴＣ 黒木憲吉 シーガイア 弓削俊夫 都城ローン 済陽文史郎 ジオテックＴＣ

亀山晃弘 ジオテックＴＣ 斎藤泰正 シーガイア 春園明宏 都城ローン 市坪政治 ジオテックＴＣ

永田利昭 ジオテックＴＣ 甲斐敬基 シーガイア 天神　学 都城ローン 矢崎成俊 ジオテックＴＣ

辻川　亨 ジオテックＴＣ 小城左並 新田原ＴＣ 谷口　岳 都城ローン デンガン ジオテックＴＣ

富永規充 飛江田GT 富田　豊 シーガイア 佐藤　勇 都城ローン 押川幹男 ジオテックＴＣ

赤木正美 ジオテックＴＣ 坂田純一郎 シーガイア 穎川　司 加納Ｚ 高田信史 ファイナル

ＭＤクラブ 都城農業高校 よだきんぼ FINAL
中原則光 ＭＤクラブ 新地良仁 都城農業高校 木佐貫辰夫 よだきんぼ 大重久雄 ファイナル
土持和彦 ＭＤクラブ 川上剛史 都城農業高校 隈本祥 よだきんぼ 石田広人 ファイナル
上窪高志 ＭＤクラブ 西村良太 都城農業高校 木場康彰 よだきんぼ 森山千寿 ファイナル
郡司武俊 ＭＤクラブ 谷ヶ久保厚文 都城農業高校 朝倉伸一 よだきんぼ 樺島昭史 ファイナル
松永昌之 ＭＤクラブ 鎌田智之 都城農業高校 坂本英樹 よだきんぼ 中林久直 ファイナル
野村賢介 ＭＤクラブ 川添亮平 都城農業高校 行田明生 よだきんぼ 水尾訓和 ファイナル
小椋健司 ＭＤクラブ 中馬正成 都城農業高校 永田実俊 よだきんぼ 高牟礼勝宏 ファイナル
井上浩一郎 ＭＤクラブ 田鍋正徳 都城農業高校 大崎俊英 よだきんぼ 宮畑力也 宮沖TC

都城市役所
赤池和也 都城市役所
井料田圭作 都城市役所
河野洋介 都城市役所
竹之内裕史 都城市役所
徳留伸一 都城市役所
山中一浩 都城市役所
鵜島智久 都城市役所
亀田省一 都城市役所



【種　目】：　女子Bクラス

ファイナル クロワッサン Ｄｉａｓ　Ｂ わかばべり～ず
矢野明子 ファイナル 清水八千代 リザーブ 小椋明美 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 中嶋久美子わかばＴＣ
山路みつ子ファイナル 斉藤洋子 リザーブ 坂田知栄子Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 海蔵真由美わかばＴＣ
斉藤政代 ファイナル 長田涼子 リザーブ 菊池宏美 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 小倉かおる わかばＴＣ
松浦桂子 ファイナル 服部千草 リザーブ 尾崎京子 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 杉尾夕香里わかばＴＣ
田口美保 ファイナル 甲斐仁子 リザーブ 迫田晶子 Ｄｉａｓ　Ｄｅａ 押川聡子 わかばＴＣ

ウォリアーズ 生目チャンプル ＥＴＣギャルズ 熊野姫
佐藤和恵 シーガイア 児玉留美子 リザーブ 林美智子 ＥＴＣ 佐々木英子 サンシャイン
黒木恵美子 シーガイア 志方桂子 リザーブ 北田真由美 ＥＴＣ 豊田久美子 サンシャイン
中井さおり シーガイア 小畑昭子 ＨＩＲＯ．Ｌ 川野静香 ＥＴＣ 海保正代 サンシャイン
宇野康子 シーガイア 鹿窪千代 リザーブ 湯地真里 ＥＴＣ 平田貴子 サンシャイン
佐藤素子 シーガイア 郡山久美子 リザーブ 平野多恵 ＥＴＣ 田丸和枝 サンシャイン
管鈴　香 シーガイア 中別府文代 リザーブ 菅　友美 ＥＴＣ

ダンデライオン ﾁｰﾑちゅらかーぎー Zodiac 都城農業高校
本部智保 ダンデライオン 浜砂伸衣 シーガイア 下室幸子 ファイナル 外村　舞 都城農業高校

井上由美 ダンデライオン 中村香代子 シーガイア 渡辺亜里咲 ファイナル 清水麻弥 都城農業高校

永井ひとみ ダンデライオン 轟木利香 シーガイア 金丸佐和子 ファイナル 吉川生美 都城農業高校

佐藤雅子 ダンデライオン 平塚修子 ダンデライオン 今村直美 ファイナル 宮丸昌子 都城農業高校

山口由子 ダンデライオン 堀口美雪 らぶすとーんＴＣ 西嶋恵子 シーガイア 大迫有紗 都城農業高校

大井手美香 ダンデライオン 岩満美樹 シーガイア 日高　瞳 ルネサンス 前畠　香 都城農業高校

西田真由美 ダンデライオン 小川登喜子 シーガイア 赤崎いずみ ルネサンス 廣瀬由貴 都城農業高校

杉尾紀美子ダンデライオン

【種　目】：　男子Cクラス

ニケ・ウイング わかばＭＣ チャンプルＴ．Ｃ．
山縣一司 ニケ・ウイング 田古里勤 わかばＴＣ 長友克憲 シーガイア
宮原正幸 ニケ・ウイング 松下　良 わかばＴＣ 河野昌一 ティファニー
羽生　豊 ニケ・ウイング 浅見秀記 わかばＴＣ 寺山　弘 ティファニー
村橋哲也 ニケ・ウイング 沖　剛光 わかばＴＣ グエンツウヲンロング ティファニー
川原　忠 ニケ・ウイング 沖　雅人 わかばＴＣ 上里　薫 ティファニー
仁田脇芳文 ニケ・ウイング 西山　有一 わかばＴＣ


