
令和4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。

【大会会場】
　　ひなた宮崎県総合運動公園

【大会日程】

種目 7月2日（土） 7月3日（日)

女子Ａ 予選リーグ・Ｆ 予備日

男子Ａ 予選リーグ・Ｆ 予備日

女子Ｂ 予選リーグ・Ｆ 予備日

男子Ｂ 予選リーグ・QF SF・F

＊全種目試合開始9:30、9:00より種目毎に受付開始

＊大会期間中の天候を考慮し、上記日程を変更する場合があります。

【試合方法】
全試合１セットマッチノーアドバンテージ
＊順位決定は、ラウンドロビン方式にて行います。
（①完全試合数　②勝数　③直接対決　④ポイント取得率　⑤ゲーム取得率）

【予選リーグ試合順】
〇3リーグ…　① 1-2　　② (①の勝者） -3　　③（①の敗者）-3
〇4リーグ…　① 1-2、3-4　　② 1-3、2-4

問い合わせ先：宮崎県テニス協会    ( 担当:石井)
mail:mtennis@mtennis.org　　電話　0985-21-1322  



令和４年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント 2022/7/2・3　ひなた宮崎県総合運動公園

女子A／予選リーグ

Aブロック

Ｂブロック

女子A／決勝

Ａブロック1位

男子A／予選リーグ

Aブロック

Ｂブロック

男子A／決勝

Ａブロック1位

3 宮崎の恥さらし軍団

2 TEAM  KAME

テニまち TEAM  KAME 宮崎の恥さらし軍団 勝敗 勝率 順位

1 テニまち

2 即席卍會

Ｂブロック1位

Medical  Team A 即席卍會 龍ちゃんがパパ？ 勝敗 勝率 順位

1 Medical  Team A

2 公立MG5

3 ～タニーズ～

3 公立MTF

1 フォレストwoman

2 笑神様降臨
（わらがみさまこうりん）

麦いろの一味 公立MG5 ～タニーズ～

1 麦いろの一味

フォレストwoman 笑神様降臨 公立MTF

勝敗 勝率 順位

勝敗 勝率 順位

Ｂブロック1位

3 龍ちゃんがパパ？



令和４年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント 2022/7/2・3　ひなた宮崎県総合運動公園

女子Ｂ／予選リーグ

Aブロック

Ｂブロック

女子B／決勝

Ａブロック1位

男子Ｂ／予選リーグ

Aブロック

Bブロック

Cブロック

3 元祖ファイナル

4 モンクレ497

2 Medical  Team  Ｂ

チームセルベッサ Medical  Team  Ｂ 元祖ファイナル 勝率 順位

1 チームセルベッサ

勝敗モンクレ497

2 公立SNTC

3 セントジェームズB

1 西やんテニスch

西やんテニスch 公立SNTC セントジェームズB

順位Team Kawaii 勝敗 勝率

1 Newスマイルヒロ

てげな×てげな

チームここから フライングビーズ公立ＳＮＴＣ

セントジェームズ

Team Kawaii

順位勝敗 勝率

セントジェームズ

1 てげな×てげな

Ｂブロック1位

オモレンジャーZ(ゼット)

TEAM延岡A 勝敗 勝率 順位日向俱楽部エスカルゴ

2 TEAM延岡A

3 日向俱楽部エスカルゴ

勝率 順位

1 公立ＳＮＴＣ

勝敗

4

3

3 フライングビーズ

2 チームここから

2 オモレンジャーZ(ゼット)

Newスマイルヒロ



令和４年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント 2022/7/2・3　ひなた宮崎県総合運動公園

男子Ｂ／予選リーグ

Dブロック

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

男子Ｂ/決勝トーナメント

E

H

G

F

C

A

B

D

1

セントジェームズC デンソー宮崎 ＯＧＮ 勝敗 勝率 順位

3 ＯＧＮ

セントジェームズC

2 デンソー宮崎

フォレストMENS スウィング TEAM延岡C 勝敗 勝率 順位

1 フォレストMENS

2 スウィング

3 TEAM延岡C

モンクレ480 セントジェームズA M ウェイブ WinG Jr. 勝敗 勝率 順位

1 モンクレ480

2 セントジェームズA

4 WinG Jr.

3 M ウェイブ

MTFブラザーズ

1 MTFブラザーズ

2 HOT-BERRY

3 宮崎大学

HOT-BERRY 宮崎大学 串かつ五十六 勝敗 勝率 順位

4 串かつ五十六

本家ファイナル TEAM延岡B 大部薗テニスクラブ 勝敗 勝率 順位

1 本家ファイナル

2 TEAM延岡B

3 大部薗テニスクラブ



令和４年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント　　　　　　　　 2022/7/2・3　ひなた宮崎県総合運動公園
男子Aクラス

1 Medical  Team A 2 宮崎の恥さらし軍団 3 テニまち 4 即席卍會
黒木　悠貴 Medical  Team 財部　比呂史 橘 石井　智久 MCO 上別府　尚弘 セントジェームズ

日高　達朗 Medical  Team 甲斐　亮平 二代目村雲 田口　将伍 スマイルテニスラボ 青山　晃大 セントジェームズ

伊東　直哉 Medical  Team 中村　優臣 二代目村雲 森永　晃 KSTT 日野　友皓 セントジェームズ

矢野　雄祐 MRTグループ 大野　喬史 橘 山本　悠貴 RSTennis 松田　就 Medical  Team

西田　翔貴 Medical  Team 柏木　涼吾 橘 重山　裕紀 RSTennis 大高　佳祐 二代目村雲
大神　澄南海 KTC 日高　龍馬 RSTennis

5 TEAM  KAME 6 龍ちゃんがパパ？
谷口　健朗 てげなテニス部 龍　真司 延岡ロイヤル

島木　孝弘 TEAM HARIS 峯　英男 延岡ロイヤル

荒川　幸亮 小林テニス協会 山本　真史 延岡ロイヤル

野村　一道 ファイナル 黒木　康二 延岡ロイヤル

髙橋　翼 Wing 寺尾　康孝 旭化成TC
山本　凌大 延岡工業高校

女子Aクラス

1 麦いろの一味 2 ～タニーズ～ 3 4 公立MTF
大塚　可奈子 KKIT 湯地　真里 MTF 今村　千穂美 CHイワキリ 木下　浩子 MTF
今城　瑞己 KKIT 白石　由美 TEAM　Ｐ's 中薗　祐子 CHイワキリ 徳丸　由美子 MTF
安田　志緒美 KKIT 大川　友香 新田原TC 中原　恭子 CHイワキリ 上田　和美 MTF
石井　小波 ETC 三浦　美和 シーガイア 大野　奈緒美 レインボー・A 高野　直美 MTF
西田　沙弥香 Medical  Team 原田　優江 TEAM HARIS 川畑　明美 レインボー・A 中尾　優里 MTF
松尾　彩美 Medical  Team 江藤　佳織 串カツ五十六 大高　綾香　 CHイワキリ 今田　素子 公立ＳＮＴＣ
馬場　汐梨 日向倶楽部
井本　海帆 ETC

5 公立MG5 6 フォレストwoman 7 8
藤江　明美 公立ＳＮＴＣ 安藤　由子 Ｃ．フォレスト
塗木　和江 公立ＳＮＴＣ 青木　尚子 Ｃ．フォレスト
池田　朋美 公立ＳＮＴＣ 井上　伊久美 Ｃ．フォレスト
釈迦郡　ゆかり HOT-BERRY 黒岩　千佳 Ｃ．フォレスト
岩切　曜子 KTC 鈴木　美代子 Ｃ．フォレスト
浅尾　沙千代 ファイナル 廣瀬　由紀子 Ｃ．フォレスト

三隅　由美 Ｃ．フォレスト
鬼塚　いづみ ファイナル

女子Bクラス

1 Team Kawaii 2 オモレンジャーZ(ゼット) 3 フライングビーズ 4 Newスマイルヒロ
河合　さつき 新田原TC 本行　佳代 CHイワキリ 上村　幸代 KTC 大山　智子 スマイルテニスラボ

今井　愛 シーガイア 池田　千穂 CHイワキリ 大神　京子 KTC 田原　智恵子 スマイルテニスラボ

上田　麻友美 ルネサンス 坂口　典子 CHイワキリ 福島　由希絵 KTC 岡田　伸子 県シニア
池田　寛子 シーガイア 村田　恵美 CHイワキリ 壹岐　加代子 KTC 中里　文子 県シニア
久保田　明美 ルネサンス 松尾　智奈美 CHイワキリ 原田　恒美 KTC 泉　玲子 新田原TC
池田　美和 ルネサンス 宮本　明美 CHイワキリ 持増　知美 チームサトウ 岩切　啓子 チームセルベッサ

木田　里奈 CHイワキリ

5 セントジェームズ 6 公立ＳＮＴＣ 7 チームここから 8
松浦　玲菜 セントジェームズ 長澤　孝美 公立ＳＮＴＣ 谷　ひとみ スマイルテニスラボ

藤田　真由子 セントジェームズ 黒木　和美 公立ＳＮＴＣ 江口　孝子 シーガイア
藤原　茉由 セントジェームズ 春成　恵子 公立ＳＮＴＣ 湯地　由香 てげなテニス部

築地　未来 小林テニス協会 岡村　純子 公立ＳＮＴＣ 釈迦郡　知佳 HOT-BERRY

床櫻　純夏 セントジェームズ 中尾　恵里 チームエリート 高良　美也子 Team 403
永松　美帆 ルネサンス 曽我　房子 HOT-BERRY

笑神様降臨（わらがみさまこうりん）



令和４年度 宮崎県クラブ対抗テニストーナメント　　　　　　　　 2022/7/2・3　ひなた宮崎県総合運動公園
男子Bクラス

1 HOT-BERRY 2 西やんテニスch 3 チームセルベッサ 4 WinG Jr.
釈迦郡　芳和 HOT-BERRY 西本　憲昭 テニス日和 吉山　一浩 チームセルベッサ 鎌田　岬希 　　　WinG Jr.

難波江　章友 HOT-BERRY 原田　聖一 日向グリーンTC 石坂　敏昭 チームセルベッサ 樋口　カヲル 　　　WinG Jr.

川瀬　直希 HOT-BERRY 坂口　真一郎 CHイワキリ 井上　史朗 チームセルベッサ 河野　優介 　　　WinG Jr.

谷口　大輔 HOT-BERRY 杉　　明 日向グリーンTC 鬼塚　陸 チームセルベッサ 甲斐　新 　　　WinG Jr.
田中　大貴 HOT-BERRY 杉尾　守 チームセルベッサ 後藤　仁希 チームセルベッサ 上森　義大 　　　WinG Jr.
萩野　伸太郎 HOT-BERRY 水尾　訓和 チームセルベッサ 日高　海東 　　　WinG Jr.

5 串かつ五十六 6 Medical  Team  Ｂ 7 元祖ファイナル 8 本家ファイナル
吉玉　あらし てげなテニス部 永野　雅晴 Medical  Team 上原　和夫 ファイナル 高田　信史 ファイナル
有村　祐太 串かつ五十六 下野　幸翔 Medical  Team 後藤　剛 ファイナル 吉松　剛 ファイナル
金川　正寛 串かつ五十六 松山　洋祐 Medical  Team 谷山　哲也 ファイナル 山口　洋平 ファイナル
斎藤　孝正 串かつ五十六 小八重　宏樹 Medical  Team 大山　裕 ファイナル 森久保　瑛司 ファイナル
江藤　雄一朗 串かつ五十六 井上　裕亮 Medical  Team 萬福　克美 ファイナル 野木村　崇久 ファイナル

岩本　太郎 ファイナル

9 セントジェームズA 10 セントジェームズB 11 セントジェームズC 12 公立SNTC
安東　亮 セントジェームズ 木村　武蔵 セントジェームズ 有簾　隆信 セントジェームズ 山本　一朗 公立SNTC
岩切　雄飛 セントジェームズ 小松　蓮 セントジェームズ 中嶋　一晴 セントジェームズ 松形　成博 公立SNTC
前田　陸也 セントジェームズ 中嶋　乃悟 セントジェームズ 間内　凱 セントジェームズ 田代　聖 公立SNTC
田嶋　航 セントジェームズ 西田　翼 セントジェームズ 方波見　樹生 セントジェームズ 春成　貴司 公立SNTC
西山　孟人 セントジェームズ 諏訪　颯汰 セントジェームズ 田川　壮太 セントジェームズ 山下　翔 パワフル

元明　秀人 公立SNTC

13 モンクレ497 14 モンクレ480 15 TEAM延岡B 16 TEAM延岡C
段村　良喜 県シニア 荒川　忠義 県シニア 甲斐　琢人 旭化成TC 鈴木　達也 旭化成TC
中村　武 県シニア 山口　忠信 県シニア 川上　拓也 旭化成TC 太田　幸志郎 テニス日和
三浦　雅夫 県シニア 松田　一廣 県シニア 新馬場　隆 テニス日和 柿本　征志 旭化成TC
甲斐　秀雄 県シニア 清山　明雄 モン・クレール 塚本　啓介 旭化成TC 柏田　英生 テニス日和
川越　清孝 県シニア 岡峯　勝也 モン・クレール 土田　健太 テニス日和 工藤　聖矢 テニス日和
長船　博彦 県シニア 赤澤　宏美 県シニア 柳田　尚輝 旭化成TC
宮元　章次 県シニア 井口　博之 モン・クレール

17 TEAM延岡A 18 スウィング 19 MTFブラザーズ 20 デンソー宮崎
桑原　慶 テニス日和 日高　伸浩 スウィングTC 小川　翔 MTF 柚木崎　森義 デンソー宮崎

内ヶ崎　雅夫 スマイルテニスラボ 平山　賢治 スウィングTC 岩田　颯隼 MTF 中村　靖夫 デンソー宮崎

甲斐　健朗 テニス日和 野口　健史 小林テニス協会 中尾　健人 MTF 榊　真哉 デンソー宮崎

重松　亨 旭化成TC 半渡　大海 土日クラブ 菅原　育真 MTF 坂元　慶介 デンソー宮崎

長野　慎太朗 延岡ロイヤル 郡　海斗 日章学園 疋田　丈翔 MTF 原　一聖 デンソー宮崎

花立　喜照 スウィングTC 疋田　敦翔 MTF 田中　照幸 HOT-BERRY

21 ＯＧＮ 22 てげな×てげな 23 宮崎大学 24 大部薗テニスクラブ
濱松　勇二 ＯＧＮ 永友　敬央 てげなテニス部 平松　尚晃 宮崎大学 大部薗　一彦 Over
中野　浩文 ＯＧＮ 國料　隆義 てげなテニス部 廣中　佑真 宮崎大学 甲斐　新一郎 Over
山木　恭平 ＯＧＮ 村上　広尚 てげなテニス部 竹下　宜輝 宮崎大学 井尻　隆太 Over
金丸　智朗 ＯＧＮ 添田　翼 てげなテニス部 藤澤　和輝 宮崎大学 岡野　雅也 Over
黒木　博文 ＯＧＮ 松村　航希 てげなテニス部 木下　英夫 宮崎大学 野村　遼平 ファイナル
牧田　健児 ＯＧＮ 杉本　淳史 てげなテニス部 日高　大空 宮崎大学 中島　千明 Over

25 フォレストMENS 26 日向俱楽部エスカルゴ 27 M ウェイブ
大塚　正 C.フォレスト 上川床　喜蔵 日向倶楽部 永易　修一 TAKE-OFF
川越　貴浩 C.フォレスト 守永　拓主 日向市役所 志賀　眞 県シニア
山元　敏彦 C.フォレスト 八重尾　貴大 日向倶楽部 北村　和男 ファイナル
弓削　博嗣 C.フォレスト 真田　博幸 日向倶楽部 有元　明 県シニア
梅野　稔也 C.フォレスト 岩瀬　謙仁 日向倶楽部 斉藤　明洋 Medical  Team

川口　恭弘 チームセルベッサ 川邊　貴士 日向倶楽部
高橋　康弘 C.フォレスト 富永　優弥 RSTennis
黒木　雄次 ファイナル


