
平成24年度  宮崎県ダンロップテニストーナメント　仮ドロー　

会場：宮崎県総合運動公園

受付：試合開始２０分前より開始

試合開始 ラウンド 試合開始 ラウンド

男子Aクラス 10:00 1R・2R・3R

男子Bクラス 9:30 1R・2R・3R・4R

男子45才以上 10:00 1R・SF・Ｆ

女子Aクラス 10:00 1R・2R

女子Bクラス 9:30 1R・2R・3R・4R

女子Cクラス 10:00 1R・2R・SF・Ｆ

女子45才以上 10:00 1R・2R

試合方法

８ゲームズプロセット（８－８　タイブレーク）ノーアドバンテージ方式

＊ 九州大会の種目（男子：Ａクラス、Bクラス、45才以上　女子：Ａクラス、女子45才以上）は

3位決定戦を行います。

・試合は、セルフジャッジを採用しますが、ＳＣＵ／ロービングアンパイアをつけることがあります。

お問い合わせ

宮崎県テニス協会

〒８８０－８５４５     宮崎市　山崎町浜山　シーガイアテニスアカデミー内 宮崎県テニス協会

担当　　姫田幸洋

電話/ ファックス    ０９８５-２１－１３２２ 

メール mtennis@mtennis.org

SF・Ｆ

種　　　目
6月16日（土） 6月17日（日）予定
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－
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SF・Ｆ

SF・Ｆ
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男子Aクラス

３位決定戦

本田　充生 ルネサンス 金澤　大志郎 チーム　セルベッサ

瀬尾　和隆 ルネサンス 西　理一郎 ＣＨイワキリ

戸島　敦紀 サンタハウス 井尻　隆太 ワンブレイク

都甲　浩之 サンタハウス 甲斐　信雄 ティップトップ

桑谷　祐太 九州保健福祉大学 山下　知太郎 宮崎大学医学部

尾崎　雄磨 九州保健福祉大学 堀川　洋平 宮崎大学医学部

竹本　憲児 MCO
長友　済 MCO

黒木　智和 ワンブレイク 西園　央崇 ＣＨイワキリ
武田　剛 ワンブレイク 新地　良仁 ＣＨイワキリ

太田　聖 ルネサンス 黒岩　聡 ワンブレイク

甲斐　亮平 ルネサンス 明石 一樹 てげなテニス部

柴崎　祐弥 九州保健福祉大学

庄山　諒 九州保健福祉大学

角山　浩章 ファイナル 高橋　宗志 宮崎大学医学部

野々下　弘樹 山西水産 菊池　保宏 宮崎大学医学部

木崎　真司 ＣＨイワキリ 猪俣　太一 ワンブレイク

小松　鉄平 ＳＯＮＩＫ 城　惣吉 住吉TNC

黒木　悠貴 延岡ロイヤル 内村　正志 ＣＨイワキリ
内田　菜大 チームミリオン 吉留　寛 ＣＨイワキリ

1本田充生,瀬尾和隆 2内村正志,吉留寛

3-4太田聖,甲斐亮平/西園央崇,新地良仁

女子Aクラス

３位決定戦

鈴木　美代子 クラブキャンティ 野別　美保 ファイナル
岩満　望 ブルースカイ 松浦　桂子 ファイナル

鬼塚　いづみ ルネサンス
益留　幹子 HIRO.L

松田　瑞穂 ルネサンス 押川　佳織 ジオテックTC

遠山　良子 ルネサンス 三浦　美和 DiasDea

引地　美結 チームミリオン 今村　千穂美 ＣＨイワキリ
南里　綾香 チームミリオン 中薗　祐子 ＣＨイワキリ

本　智美 ＣＨイワキリ 渡邊　信子 SUMCO
中原　恭子 ＣＨイワキリ 山下　真理子 Dias　Dea

渋谷　洋子 ルネサンス
富山　典子 WINNERS

寺山　愛子 ファイナル
佐藤　和恵 シーガイア

廣瀬　由紀子 クラブキャンティ 小松　奏 ファイナル
本部　智保 ダンデライオン

1鈴木美代子,岩満望 2小松奏,西田真由美 西田　真由美 ダンデライオン

3-4今村千穂美,中薗祐子/本智美,中原恭子
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男子Bクラス

３位決定戦

末藤　智史 テニスｄｅＤ 江藤　雄一朗 SUMCO
川添　博文 Fire Fox 金川　正寛 SUMCO

田代　慎一郎 チームサトウ 冨田　皓 九州保健福祉大学

丸田　和則 チームサトウ 松永　篤志 九州保健福祉大学

谷山　哲也 ファイナル 大峯　清広 宮崎北高校
鶴田　貴幸 てげなテニス部 大峯　隆史 笛水中学校

児玉　達也 小林TC 持井　康 チームサトウ

米盛　孝一 小林TC 内山　健太郎 チームサトウ

手塚　隆二 シーガイア
川越　清孝 シーガイア

山根　洋史 てげなテニス部 野村　潤一郎 ファイナル
横山　裕美 てげなテニス部 山路　泰徳 ファイナル

前田　翼 小林TC 西　健一郎 都城ローン
岡本　壱樹 小林TC 中薗　雅之 ＣＨイワキリ

鈴木　公貴 宮崎公立大学 本田　優 シーガイアJr.

中島　邦雄 宮崎公立大学 今川　洋平 宮崎公立大学

土持　晧平 宮崎大学医学部 松田　和敏 SUMCO
船石　裕樹 宮崎大学医学部 済陽　文史郎 ジオテックTC

大池　淳一郎 チームセルベッサ 青山　晃大 生目台中
中村　聡 チームセルベッサ 日高　幸哉 生目台中

井上　廣典 ファイナル 大部薗　一彦 Ｄ－Ｔ－Ｌ
黒木　憲吉 シーガイア 中島　千明 Ｄ－Ｔ－Ｌ

粟生山　大 Fire Fox 鳥原　秀紀 ワンブレイク

渡辺　一彦 テニスdeD 日高　伸浩 スウィングＴＣ

川越　玲恭 日南学園高校 馬場　博幸 Dias Dea
川越　絢恭 日南学園中学校 大久保　亨紀 Dias Dea

楠田　高弘 てげなテニス部 篠原　宏介 生目台中学校

岡本　昭宏 てげなテニス部 宮下　燿 チームミリオン

湯浅　太 Fire Fox 大坪　賢治 日南高校
有村　祐太 SUMCO 川俣　航平 ＢＲＥＡＫ

池田　裕貴 スウィングＴＣ

平山　賢治 スウィングＴＣ

永易　修一 ＴＡＫＥ　ＯＦＦ 川邊　健士朗 宮崎大学医学部

梅野　稔也 チームウッキー 山崎　健 宮崎大学医学部

塩冶　貴弘 HOT-BERRY 森山　千寿 ファイナル
近藤　智宣 テニス　de D 藤原　へい石 日南ＴＣ

渡邊　教仁 SUMCO
浜月　理 SUMCO

西田　宏伸 ワンブレイク 西牟田　将也 MCO
半渡　大海 ワンブレイク 甲斐　新二 MCO

谷口　和隆 カリヨン 大西　隆道 ルネサンス
西岡　誠治 カリヨン 宮崎　幸弘 ルネサンス

デン　ガン ジオテックTC 守部　文博 シーガイア
山下　寛 ジオテックTC 外山　景一 シーガイア

赤池　和也 チームサトウ 新見　和也 ワンブレイク

河野　洋介 チームサトウ 廣瀬　大貴 ワンブレイク

1末藤智史,川添博文 2新見和也,廣瀬大貴 3-4粟生山大,渡辺一彦/大部薗一彦,中島千明

5-8赤池和也,河野洋介/江藤雄一朗,金川正寛/鳥原秀紀,日高伸浩/井上廣典,黒木憲吉
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女子Bクラス

３位決定戦

佐藤　素子 てげなテニス部 三谷　貴子 シーガイア
大野　知子 てげなテニス部 前田　真由美 Dias Dea

上田　和美 ルネサンス 志方　桂子 シニアテニス

久保　澄子 ルネサンス 黒木　博子 シニアテニス

河内　もと子 ファイナル 木下　浩子 ルネサンス
釈迦郡　ゆかり HOT-BERRY 勝本　貴子 ルネサンス

西芦谷　寿花 イワキリＪｒ 滝崎　奈穂 宮崎大学医学部

中原　杏望 イワキリＪｒ 瀬戸　郁美 宮崎大学医学部

長友　智美 ルネサンス 山口　和奏 清武Jr
竹元　小春 ルネサンス 遠目塚　雪乃 清武Jr

森山　洋子 チームエリート 駒路　美保 シーガイア
南　由利子 シーガイア 宮永　洋子 シーガイア

井尻　菜美 ワンブレイク 井尻　さち子 シーガイア
若本　美恵 ＨＡＰＰＹ　Ｔ．Ｃ 芳野　洋子 ＥＴＣ

村上　美知子 ＨＩＲＯ-Ｌ
那須　洋子 シーガイア

鳥原　美香 ワンブレイク 杉尾　紀美子 ダンデライオン

江藤　奈緒美 スウィングＴＣ 桐村　明美 ルネサンス

岩満　美樹 シーガイア 中村　夏奈 宮崎大学医学部

前原　なる美 シーガイア 後田　優香 宮崎大学医学部

黒木　日菜子 シーガイアＪｒ 宮崎　真由美 シーガイア
郡　風花 ライジングサンＨＪＣ 福田　友里 てげなテニス部

猪野　瑛里華 宮崎北高校 梅村　祐美 都城農業高校

湯浅　玲奈 宮崎北高校 萱野　桜子 都城農業高校

鬼塚　小百合 MTF 山根　しずか てげなテニス部

田代　裕子 MTF 井上　奈津子 てげなテニス部

井上　由美 ダンデライオン 岩瀬　久美子 シーガイア
河野　しのぶ ルネサンス 楠田　徳子 シーガイア

長田　涼子 TEAM　P’S 斎藤　光羽 ライジングサンＨＪＣ

服部　千草 シーガイア 郡　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

黒木　友子 ルネサンス 井上　伊久美 ルネサンス
名村　佳寿巳 ルネサンス 宮川　貴子　 ルネサンス

日高　優子 シーガイア 荒川　椎菜 九州保健福祉大学

中村　美代子 ファイナル 松本　淳子 九州保健福祉大学

黒木　かれん 清武Jr 杉尾　小百合 宮崎大学医学部

井戸川　茉結 清武Jr 谷　ありさ 宮崎大学医学部

吉田　康子 HIRO.L
中別府　文代 TEAM P's

堀口　美雪 てげなテニス部 谷口　ひとみ カリヨン
横山　友香 てげなテニス部 松山　奈緒子 チームエリート

深水　りょう子 TEAM P's
橋口　映子 TEAM P's

末藤　麻奈美 テニスｄｅＤ 諏訪　順子 シニアテニス

黒木　由香 てげなテニス部 河野　明美 シニアテニス

宇野　康子 シーガイア 緒方　美月 宮崎北高校
池畑　知子 シーガイア 押川　幸美 宮崎北高校

黒木　幸枝 WINNERS 大石　裕美子 宮崎大学医学部

菊知　圭子 WINNERS 安荘　まどか 宮崎大学医学部

戸高　摩美 清武Jr 渕　ミドリ シーガイア
西村　彩 清武Jr 春成　典子 シーガイア

神谷　佳奈 ワンブレイク 布谷　麻裕 Fire Fox
高山　円 ワンブレイク 田中　麻美 Fire Fox

1佐藤素子,大野知子 2布谷麻裕,田中麻美 3-4井上由美,河野しのぶ/山根しずか,井上奈津子
5-8三谷貴子,前田真由美/神谷佳奈,高山円/鬼塚小百合,田代裕子/岩瀬久美子,楠田徳子
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男子45才
３位決定戦

川越　貴浩　 クラブキャンティ 黒坂　春尚 CHイワキリ
大塚　正 クラブキャンティ 徳丸　潤 Dias Dea

高垣　雅彦 ファイナル 廣瀬　竜夫 クラブキャンティ

熊本　信晃 チームエリート 鎌田　紀美朗 TAKE　OFF

三好　学 ジオテックTC 川口　恭弘 ファルコンズ

押川　幹男 ジオテックTC 山元　敏彦 クラブキャンティ

黒木　雄次 ラピスセミ宮崎 都甲　治 HYUGA倶楽部

高田　信史 ファイナル 鈴木　徹 HYUGA倶楽部

1川越貴浩,大塚正 2都甲治,鈴木徹

女子45才
３位決定戦

黒坂　高子 ＣＨイワキリ 高部　土地子 リザーブ
杉田　直子 クラブキャンティ 黒岩　千佳 ＣＨイワキリ

垂水　知代子 HIRO.L
河野　節子 HIRO.L

池田　かおり てげなテニス部 三隅　由美 ファイナル
黒木　和美 シーガイア 安藤　由子 クラブキャンティ

山元　友子 ＣＨイワキリ 大山　智子 ファイナル
福島　まり子 ＣＨイワキリ 平田　恵子 よだきんぼ

藤田　悦子 ファイナル 岡田　伸子 HIRO.L
小山　幸枝 高鍋T.C 岩切　啓子 HIRO.L

1黒坂高子,杉田直子 2岡田伸子,岩切啓子

女子Cクラス
３位決定戦

氏益　夏奈 笛水中テニス部 村脇　出葵 笛水中テニス部

村脇　星 笛水中テニス部 奥　菜緒佳 笛水中テニス部

寺田　智美 ルネサンス
上田　資子 ルネサンス

渡辺　勝子 シーガイア 児玉　園子 ルネサンス
宝徳　佐織 シーガイア 宮本　真樹子 ルネサンス

宮川　結衣 清武Jr 横山　陽香 チームミリオン

鳥越　まみ 清武Jr 畑中　春花 チームミリオン

梅野　順子 チームウッキー 樋口　美加 ルネサンス
原田　祥子 チームウッキー 須田　文子 ルネサンス
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