
平成２３年度  みやざき県民総合スポーツ祭 参加者リスト
[ 男 子 選 手 ]

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

佐藤健次郎 内倉浩二 永野正文 佐藤　政雄 甲斐　修 大山  秀 黒木康典 山下正弘 佐藤  弘 佐藤静也 藤野眞人

高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ

黒木悠貴 濱松勇二 真田博幸 請関英昭 牧田実義 白川　晴雄 小川晋市 本田　喜八 安藤正利 小池敏久 峯  　幸男 栗本康正

OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN OGN

日野　竜人 池澤隆一 田口　将伍 大野　修嗣 池田　政史 河野幸一 永田　和人 児玉　邦彦 稲田　康 三谷　徹 岩田　誠 染矢　和彦 田口　哲郎

旭化成ＴＣ サンタハウス サンタハウス 延岡ロイヤル ファルコンズ 旭化成ＴＣ 旭化成ＴＣ ティプトップ 延岡ロイヤル 旭化成ＴＣ サンタハウス 延岡ロイヤル サンタハウス

神崎　秀樹 那須勇太 古川　　敏 日高　隆仁 松岡　宏典 前田直樹 原田　聖一 大橋　正實 鈴木　　徹 都甲  　治 渡邊　裕之

ＨＹＵＧＡ倶楽部 旭化成ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ サンタハウス サンタハウス ＨＹＵＧＡ倶楽部 ＨＹＵＧＡ倶楽部 ＨＹＵＧＡ倶楽部 ＨＹＵＧＡ倶楽部 ＨＹＵＧＡ倶楽部 ＨＹＵＧＡ倶楽部

手嶋龍太郎 岩瀬　兼仁 河野　義史 渋谷　幸範 中田　幸徳 長友　正博 高橋　功 黒木拓夫 上川床喜蔵

旭化成ＴＣ ＨＹＵＧＡ倶楽部 HAPPY・TC 日向市役所 日向市役所 ＨＹＵＧＡ倶楽部 東ソー日向 日向市役所 日向市役所

押川　正志 小山　裕輔 浜本　良太 山西　浩司 鹿嶋　恵一 太田　順三 沼田　和也 泉　泰博 徳丸　三郎 中園明彦

SONIK SONIK 九電クラブ 山西水産 山西水産 新田原ＴＣ 高鍋ＴＣ 新田原TC 高鍋ＴＣ 新田原TC

緒方一雅 近藤智宣 橋口　悠紀 妹尾　康弘 河野　保彦 甲斐賢一郎 村岡　重昭 井上　祐一 中島辰男

ウィング ウィング ウィング ウィング MDクラブ ウィング ラヴオール ウィング ラヴオール

都甲浩之 福田　雄資 森木玲雄奈 猪野　宏樹 本田　充生 山口　浩司 野々下弘樹 川越　貴浩 鎌田紀美朗 永易　修一

サンタハウス ルネサンス ルネサンス ルネサンス ルネサンス ﾁｰﾑｴﾘｰﾄ 山西水産 Ｃ．キャンティ ＴＡＫＥ－ＯＦＦ ＴＡＫＥ－ＯＦＦ

野村　一道 中嶋　真悟 川上　貴大 田原　宏樹 高田　信史 角山　浩章 済陽　文史郎 川口　恭弘 松田　和敏 廣瀬　竜夫

宮崎公立大 ファｲﾅル Ｃ．キャンティ ACE ファｲﾅル ファｲﾅル ジオテックTC ファルコンズ SUMCO Ｃ．キャンティ

戸島　敦紀 浅尾　健二 黒岩　聡 吉谷　龍輝 川越祐二 湯地健一 谷山　一郎 高橋幸彦 西岡　誠治 黒木　憲吉

サンタハウス fun-fun PLUS＋ てげなテニス部 ETC ETC 九電クラブ カリヨン カリヨン シーガイア

見山　輝朗 鶴田　貴幸 甲斐　修一 佐藤　祐輝 田中　秀樹 高牟礼勝宏 野村潤一郎 北村　和雄 山路　泰徳 高垣　雅彦

てげなテニス部 てげなテニス部 ファｲﾅル アステム ファｲﾅル ファｲﾅル ファｲﾅル ファｲﾅル ファｲﾅル ファｲﾅル

矢野　義一 川島信之 森山　千寿 鳥原秀紀 大南　一男 伊東　隆 林田　輝幸 三隅　忠雄

スウィング スウィング ファｲﾅル スウィング スウィング ファｲﾅル スウィング スウィング

前田　　翼 深野木貴志 籠　祐哉 今村　貴範 吉留　直廣 中屋敷一美 東迫　健一 藤田　裕充 村中田　博 山口　浩俊 甲斐　龍雄 大堂　雅晴 中満　裕二

小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会

新地　良仁 前田　正敏 竹山　竜也 小松　鉄平 河野　和博　 高橋　功多 後迫　聖人 西　健一郎 原田　博文 小野　智弘 中薗　雅之

ＣＨイワキリ スピリッツ スピリッツ SONIK KTC KTC ブルースカイ 都城ローン 都城ローン 都城ローン ＣＨイワキリ

八木　悠輔 常明俊孝 鎌田　正史 河野洋介 赤池　和也 亀田　和也 坂元　英樹 渡辺　三治 久保田哲寛 佐々木康浩 森　　　弘

ブルースカイ ETC ブルースカイ チームサトウ 都城市役所 ＯＡＴＣ よだきんぼ 都城ローン 都城ローン ブルースカイ 都城ローン

門分俊朗 中野亮一 木下勝広 初森幸成 立山和利 横山美樹 木場康彰 内村陽一郎 中原　潔 久保　豊 黒坂春尚

ＣＨイワキリ よだきんぼ よだきんぼ ブルースカイ MAX ブルースカイ よだきんぼ よだきんぼ ＣＨイワキリ よだきんぼ ＣＨイワキリ

松田 　　猛 齋田　圭一 片桐　大輔 境   　忠宏 吉田　憲司 甲斐　秀夫 藤原へい石 青山　盛男 河野　恭明

日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ 日南ＴＣ

市郡名
一              般 35才以上 45才以上

監  督

16 北諸県郡 内村陽一郎

17

8

9 高田　信史宮崎市B

14

永易　修一宮崎市A

1 西臼杵郡 永野正文

2 東臼杵郡 栗本　康正

5

染矢　裕文

原田　聖一日向市A

長友　正博

15

延岡市

日向市B

10

12

6

7

3

4

13

小林　一男児湯郡

西都市 児玉　正隆

前田　　翼小林市

鎌田　正史都城市A

高橋　幸彦宮崎市C

三隅　忠雄東諸県郡

鎌田　正史都城市B

片桐　大輔日南市

11 宮崎市D 野村潤一郎



[ 女 子 選 手 ]

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

佐藤　由実 甲斐　佳代 津嶋　亜唯 アリッサ・チェン 大山　智子 田原智恵子

高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ 高千穂ｸﾗﾌﾞ

豊田知代 小牧　礼 甲斐朱観 児玉　美保 甲斐　マリ 岩田　　文 岡   　由子 甲斐　晶子 江崎　清美

延岡ロイヤル 延岡ロイヤル ティップトップ ティップトップ 延岡ロイヤル サンタハウス 延岡ロイヤル 延岡ロイヤル 延岡ロイヤル

甲斐ひとみ 河野　梨佳 鈴木　裕子 若本　美恵 山口　由子 田代　仁美 都甲　和子 山村　順子

ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ダンデライオン ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ ＨＡＰＰＹ・ＴＣ

小林　佳子 柴田 由理恵 高山　信子 小山　幸枝 泉　　玲子 岡田　伸子

シーガイア 新田原TC 高鍋ＴＣ 高鍋ＴＣ 新田原ＴＣ ＨＩＲＯ．Ｌ

宮崎真由美 又木加奈子 大山千恵子 中島　順子 塩月恵理子 松本美貴子 村田　栄子 清家美智子

シーガイア DiasDea ラブオール ウィング ウィング ウィング ウィング ウィング

小松　奏 那須　輝美 郡　由美 鈴木美代子 杉田　直子 三隅　由美 安藤　由子 廣瀬由起子

ファイナル OKIセミコンダクタ OKIセミコンダクタ Ｃ．キャンティ Ｃ．キャンティ ファイナル Ｃ．キャンティ Ｃ．キャンティ

鳥越　智美 押川　佳織 湯地　真里 青木　尚子 益留　幹子 鬼塚　いづみ 垂水知代子 松田　瑞穂

ファイナル ジオテックTC ETC リザーブ ＨＩＲＯ．Ｌ ルネサンス ＨＩＲＯ．Ｌ ルネサンス

西田真由美 本部　智保 野村　道子 寺山愛子 竹之内雅子 下室　幸子 中村美代子 高部土地子 外山千鶴子

ダンデライオン ダンデライオン ファイナル ファイナル シーガイア ファイナル ファイナル リザーブ ルネサンス

布谷　麻裕 横山　友香 田中　麻美 三谷　貴子 櫻田　紅 三浦　美和 森山　洋子 井上　伊久美

テニスdeD てげなテニス部 Fire Fox ルネサンス ルネサンス DiasDea ﾁｰﾑｴﾘｰﾄ ルネサンス

後藤　江里 江藤奈緒美 吉野　華代 鳥原　美香 渡邉　勝子 中山小百合 大南　典子 大原　和代 木村　智子

スウィングTC スウィングTC スウィングTC ワンブレイク スウィングTC スウィングTC スウィングTC スウィングTC スウィングTC

中屋敷知美 乾　京子 植村ひとみ 塚尾真由美 河野利江子 乾　　　　泉 高岩加代子 梯　礼子 白坂　淳子 江藤　智美 中屋敷和江

小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会 小林ﾃﾆｽ協会

宮野瑞己 河野　郁子 今村千穂美 中薗　祐子 山元　友子 高橋　貴子 福島まり子

KTC KTC ＣＨイワキリ ＣＨイワキリ ＣＨイワキリ ＣＨイワキリ ＣＨイワキリ

本　　智美 岩満　望 藤村　幸子 長友　真弓 大浦　美穂 平田　恵子 溝口由美子

ＣＨイワキリ ブルースカイ 都城ローン ＣＨイワキリ OATC よだきんぼ OATC

1 児湯郡 中山研太郎川添健一 川南TC 小畑　昭子 ＨＩＲＯ．Ｌ 石川　秀敏 高鍋TC 比江島節子 佐土原TC 湯地　定久 高鍋TC 管　　鈴香 シーガイア

2 宮崎市A 宮畑　力也 宮畑　力也 ファイナル 岩切　啓子 ＨＩＲＯ．Ｌ 大重　久雄 ファイナル 大久保みどり ファイナル 藤田　則秋 ファイナル 藤田　悦子 ファイナル

3 宮崎市B 小松美知子吉山　一浩 チームセルベッサ 吉山　政子 チームセルベッサ 小松　平内 リザーブ 小松美知子 ファイナル 大岐　継寛 ミッキーズ 大岐　孝子 シーガイア

4 小林市 米盛孝一 小城　弘 小林ﾃﾆｽ協会 米盛由加里 小林ﾃﾆｽ協会 米盛孝一 小林ﾃﾆｽ協会 野間　留美 小林ﾃﾆｽ協会 奥　　正弘　 小林ﾃﾆｽ協会 木原　芳子 小林ﾃﾆｽ協会

5 延岡市 長谷　仁紀 田口　仁司 延岡ロイヤル 染矢　春江 延岡ロイヤル 志田多都了 延岡ロイヤル 大内もと子 延岡ロイヤル 片岡　勝幸 延岡ロイヤル 稲田　妙子 延岡ロイヤル

6 北諸県郡 長野久夫 隈元　祥 よだきんぼ 内村初子 よだきんぼ 木佐貫辰生 よだきんぼ 相川芳子 よだきんぼ 立山紀夫 よだきんぼ 木佐貫フジ フジテニス

7 日南市 大久保勝彦外山　健次 日南ＴＣ 松元カズミ 日南ＴＣ 大久保勝彦 日南ＴＣ 本山　文子 日南ＴＣ 西村　秀一 日南ＴＣ 高柳　和代 日南ＴＣ

女子

４０歳
市郡名 監  督

女子男子 男子 女子 男子

40才以上30才以上
市郡名 監  督

６０歳５０歳

一              般

泉　　玲子児湯郡

1

2

長友　正博日向市

西臼杵郡 大山　智子

稲田　義美延岡市

11

12

3

4

5

6

9

10

7

安藤　由子宮崎市Ａ

13

鳥越　智美宮崎市Ｂ

中山小百合東諸県郡

竹山竜一都城市B

高岩加代子

竹山竜一都城市A

宮崎市D 井上　伊久美

さわやかの部　参加者リスト

8 宮崎市C 本部　智保

西都市 松木　一夫

小林市


