
平成28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：KIRISIMA ヤマザクラ　宮崎県総合運動公園

受付：試合開始30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 10:00 SF・Ｆ/3決

男子Bクラス 9:30 1R・2R・3R 10:00 SF・Ｆ/3決

男子45才以上 12:00 決勝リーグ - -

女子Aクラス 10:00 1R・2R 9:30 SF・Ｆ/3決

女子Bクラス 9:30 1R・2R・3R 9:30 SF・Ｆ

女子45才以上 10:00 1R・2R 9:30 SF・Ｆ/3決

試合方法

試合は全て、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

ホームページ http://www.mtennis.org

種　　　目
9月3日（土） 9月4日（日）

http://www.mtennis.org/
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男子Aクラス

３位決定戦

黒木　悠貴 延岡ロイヤル 内村　正志 CHイワキリ

初森　幸成 CHイワキリ 門分　俊朗 CHイワキリ

浅井　大貴 旭化成TC

大朝　健史 旭化成TC

本田　充生 MTF 齊藤　淳哉 てげなテニス部

福永　巡航 宮崎日大高校 小松　鉄平 レジスタンス

財部　比呂史 MTF 押川　康成 PLUS+

西ノ村　尚也 小林テニス協会 増野　祐也 PLUS+

徳丸　凌大 大宮高校

高橋　翼 ルネサンス

山口　洋平 CHイワキリ 石堂　勇真 ＫＴＣ

新地　良仁 CHイワキリ 吉留　寛 ＣＨイワキリ

1黒木悠貴,初森幸成 2石堂勇真,吉留寛

女子Aクラス

３位決定戦

井本　海帆 産経大 横山　奈美 てげなテニス部

寺田　愛実 宮崎日大高校 那須　輝美 ラピスセミテニス部

森木　依子 ルネサンス 岩田　文 スマイルテニスラボ

宮本　あかり セントジェームズ 田原　智恵子 スマイルテニスラボ

楠田　徳子 シーガイア 白石　由美 TEAM　P’s

大川　友香 新田原TC 齊藤　リカ 新田原TC

今田　素子 Two　Top

原田　優江　 チームウッキー

湯地　真里 クラブキャンティ 山口　沙知 セントジェームズ

渡邊　信子 ｻﾑｺ 愛甲　志織 セントジェームズ

1井本海帆,寺田愛実 2山口沙知,愛甲志織

5 10

シード

3 8

4 9 BYE

シード

1 6

2 7

1 7

2 8 BYE

5 BYE 11

6 12

3 9

4 10
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男子Bクラス

３位決定戦

新増　健一 CHイワキリ 有働　祐也 セントジェームズ

徳留　伸一 CHイワキリ 深見　俊介 セントジェームズ

宮本　詠士 シーガイア 白坂　真二 パワフル

宮本　卓実 シーガイア 本田　佑二郎 チームミリオン

小森田 瑞季 ルネサンス 浅田　哲臣 ファイナル

嵐  紘二郎 ルネサンス 浅田　紘輔 ライジングサンHJC

島木　孝弘 セントジェームズ 持井　康 CHイワキリ

荒川　幸亮 セントジェームズ 土持　昌浩 CHイワキリ

福元　崇斗 宮崎西高

岡田　陽向 宮崎西高

上別府　尚弘 大宮高校 鬼塚　睦 チームセルベッサ

内野　拓馬 大宮高校 横山　裕美 チームセルベッサ

小野　晋和 MCO 小川　翔 宮崎西高

湯地　健一 ETC 合澤　彰朗 MTF

濱村　和広 チームウッキー

齋藤　孝正 チームウッキー

金澤　大志郎 チームセルベッサ 山崎　和幸 ブルドッグTC

岩崎　将隆 チームセルベッサ 浜田　英明 宮大医学部

是永　准 ミッキーズ 山内　漱一郎 大宮高校

是永　息吹 ライジングサンHJC 坂田　空冴 大宮高校

齋藤　達矢 team403 菅　晴二 県シニア

安達　雄樹 team403 永易　修一 TAKE OFF

赤池　和也 CHイワキリ 緒方　健人 新田原TC

河野　洋介 CHイワキリ 有元　明 新田原TC

1新増健一,徳留伸一 2緒方健人,有元明 3-4小野晋和,湯地健一/鬼塚睦,横山裕美

男子45才

氏    名 所    属

後藤　洋二郎 チームセルベッサ

角山　浩章 ファイナル

川越　貴浩 クラブキャンティ

大塚　正 クラブキャンティ

前﨑　真一 Dias Dea

村中田　博 Dias Dea

高田　信史 ファイナル

赤崎　洋志 チームウッキー

1後藤洋二郎,角山浩章シード
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女子Bクラス

木下　浩子 Team 403 足立　佳代 CHイワキリ

髙野　直美 ルネサンス 藤田　鈴子 KTC

伊東　明美 ブルドックTC 江口　孝子 シーガイア

宝徳　佐織 TWO-TOP 大久保　みどり ファイナル

永松　美帆 チームエリート

吉岡　のぶえ チームエリート

永山　夢姫 第一中学校 諏訪　順子 県シニア

鎌田　麻由 第一中学校 小野　美鈴 県シニア

釈迦郡　ゆかり ＨＯＴ　ＢＥＲＲＹ 永友　亜希恵 シーガイア

桐村　明美 がおーＴＣ 黒木　小夜子 シーガイア

黒木　和美 シーガイア 江藤　奈緒美 チームセルベッサ

永友　泰子 シーガイア 横山　友香 チームセルベッサ

春成　典子 シーガイア

高石　志保 シーガイア

春成　恵子 SNTC 鈴木　真弓 チームエリート

中村　仁美 SNTC 白坂　文江 ルネサンス

佐藤　映后 チームセルベッサ

新名　佳奈 ルネサンス

河内　もと子 チームエリート 井上　由美　 ダンデライオン

橋口　映子 日向グリーンTC 杉尾　紀美子 ダンデライオン

1木下浩子,髙野直美 2井上由美,杉尾紀美子　3-4黒木和美,永友泰子/永友亜希恵,黒木小夜子

女子45才

３位決定戦

今村　千穂美 CHイワキリ 宮﨑　真由美 シーガイア

中原　恭子 CHイワキリ 廣瀬　由紀子 クラブキャンティ

深水　りょう子 TEAM　P’s

後藤　道子 TEAM　P’s

大山　智子 スマイルテニスラボ 河野　しのぶ ルネサンス

井上　伊久美 クラブキャンティ 岩切　啓子 HIRO・L

黒坂　高子 CHイワキリ 三隅　由美 クラブキャンティ

杉田　直子 クラブキャンティ 安藤　由子 クラブキャンティ

岡田　伸子 HIRO・L 江崎　清美 延岡ロイヤル

中里　文子 HIRO・L 相磯　祐佳 延岡ロイヤル

徳丸　由美子 チーム　ウッキー 黒岩　千佳 KTC

樋口　美加 ルネサンス 四元　睦美 CHイワキリ

1今村千穂美,中原恭子 2黒岩千佳,四元睦美
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