
平成１８年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント　　　　　　　　　　　　　　2006/9/10・16　宮崎県総合運動公園

【種　目】：　男子Aクラス 3

ルネサンス TAKE　ＯＦＦ　 キャンティ
伊藤桂一郎 ルネサンス 山元　 茂 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 山元 敏彦 クラブキャンティ

吉満尊則 ルネサンス 曽根　正幸 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 川越 貴浩 クラブキャンティ

本田充生 ルネサンス 志賀　眞, ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 松浦 一郎 クラブキャンティ

森木玲雄奈 ルネサンス 永易　修一 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 弓削 博嗣 クラブキャンティ

遠田悠紀 ルネサンス 大竹　克彦 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 永富 一之 ジオテックＴＣ

佐々木学 ルネサンス 熊本　信晃 ベアーズ 徳丸  潤 Dias Dia
佐藤圭悟 ルネサンス 槙  英俊 ティファニー
重松拓弥 ルネサンス 黒坂 春尚 ＣＨイワキリ

【種　目】：　男子Bクラス 14

ファイナルメン TSどっかんじゃ～ ゆいまーるＢ TDL-TEC
井上 一裕 ファイナル 釈迦郡　芳 HOT-BERRY 輿水正三郎 ゆいまーる 黒木 正行 DTL
高牟礼勝宏 ファイナル 児玉　裕也 HOT-BERRY 青木　秀一 沖電気宮崎 竹井 裕二 DTL
野口 芳秀 ファイナル 北村　政俊 HOT-BERRY 河野　通裕 ゆいまーる 那須 紘之 DTL
野村潤一郎 ファイナル 中窪　信二 HOT-BERRY 黒岩　 聡 ゆいまーる 黒田 裕司 ETC
水尾 訓和 ファイナル 江藤　孝秀 HOT-BERRY 玉井　 靖 ゆいまーる 弓削 浩俊 ETC
森山 千寿 ファイナル 案樂　賢史 HOT-BERRY 山下　 崇 ゆいまーる 大部薗一彦 DTL

ジオテックＢ 轟戦隊　スウィッシュ ナダルカナル・タカ ＩＨマン
三好  学 ジオテックＴＣ 矢野 義一 スウィングＴＣ 瀬尾　隆太 ダンデライオン 中武　盛義 九電クラブ
後藤　卯一 ジオテックＴＣ 高橋 良誠 スウィングＴＣ 長友　 悟 ダンデライオン 野邊　信勝 シーガイア
園田　育功 ジオテックＴＣ 鳥原 孝介 スウィングＴＣ 花森　裕久 ダンデライオン 阪本　 晶 九電クラブ
押川　幹男 ジオテックＴＣ 池田 裕貴 スウィングTC 花立　喜照 ジオテック 木村　英昭 九電クラブ
辻川　 亨 ジオテックＴＣ 日高 伸浩 ｗｉｓｈ． 川上　貴大 ダンデライオン 谷山　一郎 九電クラブ
亀山　晃弘 ジオテックＴＣ 岩永　貴宏 ダンデライオン 有村　 守 九電クラブ

石坂　敏昭 ダンデライオン

ジオテックＡ Bコート友の会 or磯 ＭＣＯ
済陽　文史 ジオテックＴＣ 天神　 学 都城ローン 小野　真一 磯 竹本　憲児 ＭＣＯ
市坪　政浩 ジオテックＴＣ 新地 良仁 都城ローン 前田　啓一 磯 中川　 環 ＭＣＯ
冨永　則充 ジオテックＴＣ 上坂 政美 都城ローン 本　 輝幸 磯 井上　 彰 ＭＣＯ
中崎 　忍 ジオテックＴＣ 谷口　 岳 都城ローン 甲斐　久裕 磯 川野　辰幸 ＭＣＯ
鄧鋼（ﾃﾞﾝ・ｶﾞﾝ） ジオテックＴＣ 森　  弘 都城ローン 阿部　 徹 磯 長友　 済 ＭＣＯ
安部　浩太 ジオテックＴＣ 春園 明宏 都城ローン 湯地　克仁 磯 田辺　真吾 ＭＣＯ

弓削 敏雄 都城ローン 浅尾　健二 磯
原田 博文 都城ローン

HOT・Ｂスペシャル ＭＤクラブ
田古里　勤 ＨＯＴ－ＢＥＲＲＹ 上窪　高志 ＭＤクラブ
酒井　 宏 ＨＯＴ－ＢＥＲＲＹ 河野　保彦 ルネサンス
大迫　 朗 ＨＯＴ－ＢＥＲＲＹ 金城　正典 ＭＤクラブ
渡辺　教仁 ルネサンス 郡司　武俊 ＭＤクラブ
中島　敏治 ルネサンス 庄村　兼治 ＭＤクラブ

松永　昌之 ＭＤクラブ
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【種　目】：　男子Cクラス 5

ゆいまーるＣ KJ-1 べりーの王子さま チームドラゴン
吉田　 孝 ゆいまーる 井上　裕亮 清武Ｊｒ 浅海 秀記 HOT-BERRY 飯干　藍任 清武Ｊｒ
飯泉　研一 ゆいまーる 甲斐　寛之 清武Ｊｒ 楠田 高弘 HOT-BERRY 川俣　仁 清武Ｊｒ
尾田　英之 ゆいまーる 金丸　大夢 清武Ｊｒ 沖 　雅人 HOT-BERRY 西　　諒也 清武Ｊｒ
倉岡　祐一 ゆいまーる 廣瀬　展樹 清武Ｊｒ 沖 　剛光 HOT-BERRY 松下　風太 清武Ｊｒ
橋本　幸男 ゆいまーる 松原　周平 清武Ｊｒ 中野 幸助 HOT-BERRY 山田　侑典 清武Ｊｒ
山下　博史 ゆいまーる 野本　悟, HOT-BERRY

MITC
日高 照利 MITC
布施 泰史 MITC
平山 国浩 MITC
溝添 光洋 MITC
江藤 誠彦 MITC

【種　目】：　女子Aクラス 8

盆休盆 ゆいまーる ミックスキャロット クラブハウスイワキリ
安藤　由子 クラブキャンティ 蒼森　香織 ゆいまーる 平田 恵子 よだきんぼ 今村千穂美 ＣＨイワキリ
杉田　直子 クラブキャンティ 宇佐 　緑 ゆいまーる 木下 栄子 よだきんぼ 桑山　祐子 ＣＨイワキリ
河野　礼子 クラブキャンティ 小園　 望 ゆいまーる 村田 好美 都城ローン 長友　真弓 ＣＨイワキリ
長野　理恵 クラブキャンティ 谷口　奈穂 ゆいまーる 藤村 幸子 都城ローン ベルチャー五月 ＣＨイワキリ
牛迫　浩子 ファルコンズ 東迫　貴江 ゆいまーる 山下真由美 よだきんぼ 岩元真由美 ＣＨイワキリ
高八重明子 ファルコンズ
黒坂　高子 ＣＨイワキリ

ファンタジア まんぷくファイブ Dear Woman 一番星
藤田 悦子 ファイナル 岡田　伸子 HIRO.L 小畑 昭子 HIRO.L 石井　順子 シーガイア
田口 美保 ファイナル 中里　文子 HIRO.L 中山 るみ HIRO.L 大塚　淳子 ファイナル
松浦 桂子 ファイナル 垂水　知代子 HIRO.L 山本 幸子 延岡ロイヤル 鈴木美代子 ファイナル
吉岡 千帆 リザーブ 岩切　啓子 HIRO.L 宮本　由美子 延岡ロイヤル 泉　 玲子 新田原ＴＣ
野村 道子 ファイナル 岩切　美千代 HIRO.L 宮田 明美 ベアーズ 大塚可奈子 ライジングサン

三隅 由美 ファイナル 小山　幸枝 高鍋クラブ
矢野 明子 ファイナル 野間　留美 宮庭
大久保みどり ファイナル

【種　目】：　女子Bクラス 8

切れてないっすよ ジオテックＴＣ エロかっこいい？ チームＭ
尾崎　京子 Dias Dea 市坪 知子 ジオテックＴＣ 堀口 美雪 リザーブ 村上　美智子 HIRO.L
浜田由美子 OATC 曽根美代子 ジオテックＴＣ 森山 洋子 リザーブ 那須　洋子 シーガイア
坂田知栄子 Dias Dea 安永美由記 Wish. 大崎　真喜子 リザーブ 黒木　博子 シーガイア
小椋　明美 Dias Dea 永友 聖代 Wish. 伊藤 明美 ファルコンズ 田中　敦子 佐土原テニス

郡　 由美 清武クラブ 中村 厚子 Wish. 芳野 洋子 リザーブ 郡山　久美子 リザーブ
白坂　美姫 シーガイア
神園　清子 Ｈ．Ｓプラクティス

すくすく桃ちゃん ペンタス 清武雑技団 LADY・BERRY
大井手美香 ダンデライオン 志方　桂子 リザーブ 宮原 洋子 シーガイア 釈迦郡ゆかり HOT-BERRY
平塚　修子 ダンデライオン 高部　土地子 リザーブ 長田 涼子 シーガイア 宮崎真由美 HOT-BERRY
岩切由美子 シーガイア 中別府　文代 リザーブ 齊藤 洋子 HIRO.L 比田勝理華 HOT-BERRY
岡留　初美 シーガイア 益留　幹子 HIRO.L 服部 千草 シーガイア 大山加津子 HOT-BERRY
吉田　康子 hiro 渡辺　美佐子 ファイナル 甲斐 仁子 シーガイア 楠田　徳子 HOT-BERRY
杉田　信子 ルネサンス 小寺 真紀 リザーブ 小倉かおる HOT-BERRY

外山千鶴子 ルネサンス
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【種　目】：　女子Ｃクラス 5

プリップリッキュア CHERRY・BERRY 加納中女子 ぽやっとポヤッキー
高田 直美 スウィングTC 杉尾　幸恵 HOT-BERRY 山口 彩香 清武Ｊｒ 井上伊久美 ルネサンス
中山小百合 スウィングＴＣ 岩下　芳里 HOT-BERRY 井上 小波 清武Ｊｒ 佐藤　真理 ルネサンス
福島 弥生 スウィングTC 光来出朱美 HOT-BERRY 鬼塚 友紀 清武Ｊｒ 長友　智美 ルネサンス
中山 知美 リザーブ 藤山さとみ HOT-BERRY 林 奈津美 清武Ｊｒ 竹元　小春 ルネサンス
日高 宏美 ザ・ファルコンズ 水野　夏樹 HOT-BERRY 土橋 美咲 清武Ｊｒ 竹元小百合 ルネサンス
谷口 真穂 ｗｉｓｈ． 曽我　房子 HOT-BERRY 谷口 美香 清武Ｊｒ

チーム神園
赤池　真智子 Ｈ．Ｓプラクティス

大塚　玲子 Ｈ．Ｓプラクティス

田代　美恵子 Ｈ．Ｓプラクティス

福澤　敬子 Ｈ．Ｓプラクティス

宮永　和子 Ｈ．Ｓプラクティス


