
平成２２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９：００受付・９：３０試合開始

種目 9月１１日（土） 9月１２日（日)
男子Ａ 全試合 F・３位決定戦
男子Ｂ 予選リーグ 1R・Ｆ/３位決定戦

女子Ａ 全試合
女子Ｂ 予選リーグ 1R・Ｆ/３位決定戦

女子Ｃ 全試合

会場：宮崎県総合運動公園

試合方法
予選リーグ：全試合１セットﾏｯﾁノーアドバンテージ
決勝トーナメント：全試合１セットマッチ

問い合わせ先：宮崎県テニス協会    

電話０９８５－２１－１３２２   担当姫田
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男子A／予選リーグ

１ブロック 勝敗 勝率 順位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2ブロック 勝敗 勝率 順位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決勝 3位決定戦

女子A／決勝リーグ

チーム名 勝敗 勝率 順位

男子Ｂ／予選リーグ

1ブロック 勝敗 勝率 順位

2ブロック 勝敗 勝率 順位

3ブロック 勝敗 勝率 順位

4ブロック 勝敗 勝率 順位

フルスウィング

ハーフスウィング こうちゃん・けんちゃん

8 暴れん坊将軍

7 新田原T.C

6 宮崎公立大学

7

16

14 ジオテックＡ

15 HAPPY T.C

13 Fire　Fox

バナナチームETC

Fire　Fox ジオテックＡ HAPPY T.C

9 ETC

カリヨン

4 がんばっどぉ～

3 ガオーがおー

2 モ－・ブー

Diaファルキャン モ－・ブー ガオーがおー

11 バナナチーム

10 ハーフスウィング

12 こうちゃん・けんちゃん

フルスウィング

新田原T.C 暴れん坊将軍

1 猛者と曲者

2 太陽光パワー

ジオテックＢ

3 PLUS+

6 ジオテックＢ

4 TEAM　エース

5 カリヨン

SONIK ライムライト Dias Dea

ＡＮＴＣ

1 ルネサンス

ルネサンス

TEAM　エース

2 SONIK

3 ライムライト

サンタハウス 宮崎公立大学 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ

5 サンタハウス

4 Dias Dea

ＴＡＫＥ　ＯＦＦ

8 ＡＮＴＣ

1 Diaファルキャン

猛者と曲者 太陽光パワー PLUS+

がんばっどぉ～
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女子Ｂ／予選リーグ

１ブロック 勝敗 勝率 順位

２ブロック 勝敗 順位

３ブロック 勝敗 勝率 順位

４ブロック 勝敗 順位

女子Ｃ／決勝リーグ

チーム名 勝敗 勝率 順位

決勝 3位決定戦

テニスdeD

てげなママ

V６

2

4

3

7 パワースウィング

6 アニキの会総務

5 Ｐ☆かふぇ

☆

PLUS+

☆

☆

11 ジオテックＬ

10 チームキュート

9 ハツラツレディース

8 ももれんじゃー＋ワン

ももれんじゃー＋ワン ハツラツレディース チームキュート ジオテックＬ

PLUS+ ピンクファイターズ

2

勝率

1 ピンクフラワーズ

ルネルネ Ｖ（Ｆ）ＡＭＯＳ！ ほのぼの

12 ルネルネ

☆

ピンクフラワーズ

3 ピンクファイターズ

4 テニスクラブの仲間たち

Fire　Fox5

Fire　Fox

☆

てげなママ

1 アニキの会秘書

アニキの会秘書 テニスdeD V６

Ｐ☆かふぇ アニキの会総務 パワースウィング 勝率

13 Ｖ（Ｆ）ＡＭＯＳ！

14 ほのぼの

☆ ☆

テニスクラブの仲間たち

☆

☆ ☆
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男子Aクラス

1 ＡＮＴＣ 2 宮崎公立大学 3 Dias Dea 4 ルネサンス
五味　俊一 旭化成TC 野村　一道 宮崎公立大学 徳丸　潤 ＤｉａｓＤｅａ 本田　充生 ルネサンス
日野　竜人 旭化成TC 中山　正隆 宮崎公立大学 落合　正人 ＤｉａｓＤｅａ 森木　玲雄奈 ルネサンス
大橋　正寛 旭化成TC 本田　敬也 宮崎公立大学 中野　真仁 宮崎南高校 瀬尾　和隆 ルネサンス
野間　雄介 旭化成TC 小野　淳貴 宮崎公立大学 前崎　真一 ＤｉａｓＤｅａ 江口　裕貴 ルネサンス
手島　龍太朗 旭化成TC 今川　洋平 宮崎公立大学 川越　孝幸 ＤｉａｓＤｅａ 太田　聖 ルネサンス

中島　一耀 宮崎公立大学 村中田　博 ＤｉａｓＤｅａ

5 SONIK 6 サンタハウス 7 ライムライト 8 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
佐伯　　稔 SONIK 山田　利光 OKIセミコンダクタ宮崎 池田　一志 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 永易　修一 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
中武　桂史 SONIK 岩田　　誠 サンタハウス 高垣　雅彦 ファイナル 曽根　正幸 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
小松　鉄平 SONIK 戸島　敦紀 サンタハウス 野村　潤一郎 ファイナル 山元　茂 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
押川　正志 SONIK 都甲　浩之 サンタハウス 野口　芳秀 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 大竹　克彦 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
佐伯　大輔 SONIK 志賀　正哉 UMK-Ag 森山　千寿 ファイナル 窪田　徳郎 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ
岩坂　都義 日章学園 田口　将悟 佐土原高校 松浦　孝志 シーガイア

小村　尚弘 佐土原高校

女子Aクラス

1 がんばっどぉ～ 2 モ－・ブー 3 ガオーがおー 4 Diaファルキャン
竹原　美和子 ダンデライオン 青木　尚子 リザーブ 松田　瑞穂 ルネサンス 安藤　由子 クラブキャンティ

佐藤　雅子 ダンデライオン 黒岩　千佳 ＣＨイワキリ 鬼塚　いづみ ルネサンス 杉田　直子 クラブキャンティ

西田　真由美 ダンデライオン 稲山　幸恵 リザーブ 平塚　修子 ルネサンス 鈴木　美代子 クラブキャンティ

湯地　真里 ＥＴＣ 中嶋　恭代 リザーブ 益留　幹子 HIRO・L 高八重　明子 ザファルコンズ

本部　智保 ダンデライオン 岩切　美千代 HIRO・L 小畑　昭子 HIRO・L 牛迫　浩子 ザファルコンズ

松浦　明子 HIRO・L 江崎　清美 延岡ロイヤル 山下　真理子 DiasDia
坂田　知恵子 DiasDia

男子Bクラス

1 猛者と曲者 2 TEAM　エース 3 PLUS+ 4 フルスウィング
吉山　一浩 ダンデライオン 田原　宏樹 ACE 山下　崇 PLUS+ 林田　輝幸 スウィングＴＣ
西　理一郎 CHイワキリ 松尾　幸治 ACE 黒岩　聡 PLUS+ 大南　一男 スウィングＴＣ
川島　右嗣 ルネサンス 織田　一希 ACE 松岡　孝昌 PLUS+ 太田　義信 スウィングＴＣ
妹尾　康弘 スウィングTC 渡辺　一彦 ACE 押川　康成 PLUS+ 日高　伸浩 スウィングＴＣ
大池　淳一郎 スウィングTC 的場　絋俊 ACE 吉盛　秀伸 PLUS+ 川俣　博史 スウィングＴＣ
野崎　靖生 スウィングTC 甲斐　修一 ACE 城戸　伸介 PLUS+ 花森　裕久 スウィングＴＣ

5 新田原T.C 6 ジオテックＢ 7 HAPPY T.C 8 こうちゃん・けんちゃん
谷山　泰祥 新田原TC 亀山　晃弘 ジオテックＴＣ 若本　哲也 ＨＡＰＰＹ　Ｔ.Ｃ 廣田　紘一 宮崎大宮高校

中園　明彦 新田原TC 後藤　卯一郎 ジオテックＴＣ 本田　喜八 ＨＡＰＰＹ　Ｔ.Ｃ 岡本　健吾 宮崎大宮高校

有元　　明 新田原TC 中崎　忍 ジオテックＴＣ 木田　昌俊 ＨＡＰＰＹ　Ｔ.Ｃ 南里　健太 宮崎大宮高校

黒木　憲吉 シーガイア 園田　育功 ジオテックＴＣ 須賀　寛明 ＨＡＰＰＹ　Ｔ.Ｃ 寺原　雅也 宮崎大宮高校

岩永　信幸 新田原TC 冨永　則充 ジオテックＴＣ 門川　哲也 ＨＡＰＰＹ　Ｔ.Ｃ 鈴木　皓一朗 宮崎大宮高校

9 Fire　Fox 10 暴れん坊将軍 11 ハーフスウィング 12 ジオテックＡ
小山 拓朗 Fire　Fox 阿部　徹 てげなテニス部 池田　裕貴 スウィングＴＣ 押川　幹男 ジオテックＴＣ
田中 竜也 Fire　Fox 見山　輝朗 てげなテニス部 平山　賢治 スウィングＴＣ 済陽　文史郎 ジオテックＴＣ
檜垣　剛 Fire　Fox 鶴田　貴幸 てげなテニス部 川島　信行 スウィングＴＣ 安部　浩太郎 ジオテックＴＣ
粟生山 大 ＡＣＥ 吉谷　龍輝 てげなテニス部 久田　光司 スウィングＴＣ 村岡　拓也 ジオテックＴＣ
川添 博文 ＡＣＥ 楠田　高弘 てげなテニス部 田代　善朗 ルネサンス デン・正希 ジオテックＴＣ

鬼塚　睦 ルネサンス

13 カリヨン 14 ETC 15 バナナチーム 16 太陽光パワー
西岡　誠治 カリヨン 川越　祐二 ETC 木島　伸夫 バナナクラブ 中武　盛義 九電クラブ
高橋　幸彦 カリヨン 湯地　健一 ETC 中島　辰男 ウィング 木村　英昭 九電クラブ
谷口　和隆 カリヨン 白坂　太郎 ETC 松田　一廣 シーガイア 比江島　一馬 九電クラブ
長濱　隆史 カリヨン 小野　晋和 ETC 日高　良雄 バナナクラブ 濱本　良太 高鍋TC
廣瀬　竜夫 シーガイア 常明　俊孝 ETC 大浦　治 バナナクラブ 平井　忍 九電クラブ
山中　彰 ザ・ファルコンズ 安達　尚紀 ETC 城　信俊 バナナクラブ 近藤　智宣 九電クラブ
中村　俊朗 山西水産 濱山　慎也 バナナクラブ 有村　守 九電クラブ

佐藤　貴紀 バナナクラブ
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女子Bクラス

1 Ｐ☆かふぇ 2 アニキの会秘書 3 アニキの会総務 4 ほのぼの
谷口　奈穂 Ｐ☆かふぇ 鬼塚　小百合 MTF 久保　澄子 ルネサンス 米澤　睦代 ルネサンス
玉木　裕子 Ｐ☆かふぇ 田代　裕子 MTF 三谷　貴子 ルネサンス 山元　寿美子 ルネサンス
曾原　涼子 Ｐ☆かふぇ 竹之内　雅子 シーガイア 楠田　徳子 シーガイア 石那田　恵子 ルネサンス
黒木　美穂 Ｐ☆かふぇ 出水　有希子 ルネサンス 中村　美代子 ファイナル 芳野　洋子 ETC
清水　彩子 Ｐ☆かふぇ 井上　小波 宮崎商業高校 井上　伊久美 ルネサンス 中村　仁美 ルネサンス
東　のぞみ Ｐ☆かふぇ 鬼塚 友紀 宮崎西高校 廣瀬　由紀子 シーガイア 井尻　さち子 シーガイヤ
椙原　栄美 Ｐ☆かふぇ 中村　恵美 MTF
三原　由紀 Ｐ☆かふぇ

5 ルネルネ 6 チームキュート 7 パワースウィング 8 ジオテックＬ
川崎　美智代 ダンデライオン 末吉　かをり ＣＨイワキリ 山田　逸子 スウィングＴＣ 押川　佳織 ジオテックＴＣ
河野　しのぶ ルネサンス 長友　真弓 ＣＨイワキリ 本村　彰子 ルネサンス 小林　あゆみ ジオテックＴＣ
前田　真由美 Dias Dia 河野　郁子 ＫＴＣ 菊知　圭子 シーガイヤ 三浦　美和 Dias Dia
杉尾　紀美子 ダンデライオン 宮野　瑞己 ＫＴＣ 藤江　暁美 ルネサンス 徳丸　由美子 Dias Dia
岩瀬　久美子 シーガイア 富永　理穂 ＫＴＣＪｒ 吉山　綾美 スウィングＴＣ 谷口　真穂 wish
桐村　明美 ルネサンス 久田　佳代 ルネサンス 甲斐　千穂子 ルネサンス
寺山　愛子 ルネサンス 日高　麻紀子 スウィングＴＣ

9 テニスdeD 10 ももれんじゃー＋ワン 11 V６ 12 ハツラツレディース
織田　真悠子 テニスdeD 長田　涼子 シーガイア 那須　洋子 シーガイア 諏訪　順子 シニアテニス
布谷　麻裕 テニスdeD 中別府　文代 リザーブ 鯵坂　美和 チームエリート 菊池　富美子 シニアテニス
開地　由美子 HOT　BERRY 甲斐　仁子 シーガイア 黒木　博子 シニアテニス 塩原　と志子 シニアテニス
末藤　麻奈美 テニスdeD 宮原　洋子 シーガイア 志方　桂子 シニアテニス 豊田　久美子 シニアテニス
永友　一代 テニスdeD 斉藤　洋子 HIRO・L 深水　りょう子 リザーブ 小松　美知子 シニアテニス
菅谷　誠子 テニスdeD 原田　由美子 シーガイア 村上　美知子 ＨＩＲＯーＬ

宮崎　真由美 シーガイア
服部　千草 シーガイア

13 てげなママ 14 Ｖ（Ｆ）ＡＭＯＳ！
池田　かおり てげなテニス部 長峯　敦子 ザ・ファルコンズ

山根　しずか てげなテニス部 溝口　由美子 ＯＡＴＣ
池田　寛子 てげなテニス部 大野　知子 シーガイア
井上　奈津子 てげなテニス部 溝口　千加 シーガイア
井上　久美子 シニアテニス 佐藤　素子 シーガイア
河野　有希子 てげなテニス部 金丸　裕子 ＭＴＦ

女子Ｃクラス

1 PLUS+ 2 ピンクフラワーズ 3 ピンクファイターズ 4 Fire　Fox
松岡　麻衣 PLUS+ 坂下　純子 ルネサンス 木下　浩子 ルネサンス 田中　麻美 Fire　Fox
谷本　由香 PLUS+ 長澤　孝美 ルネサンス 永喜　志穂 ルネサンス 井戸川　絹代 Fire　Fox
尾林　紀子 PLUS+ 名村　佳寿巳 ルネサンス 勝本　貴子 ルネサンス 岩下　あゆみ Fire　Fox
新名　真実 PLUS+ 荒木　しず子 ルネサンス 黒木　友子 ルネサンス 松波　裕子 Fire　Fox
蒼森　香織 PLUS+ 春成　典子 住吉SNTC 櫻田　紅 ルネサンス 森　愛美 Fire　Fox

羽田野　美鈴 シーガイア

5 テニスクラブの仲間たち
渡辺　勝子 シーガイア
大田原　菜穂子 シーガイア
西﨑　真生 シーガイア
前原　なる美 シーガイア
前原　舞乃 シーガイア
前原　茉彩 シーガイア
齊藤　優子 シーガイア
齊藤　光羽 シーガイア


