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第38回宜野湾市テニス選手権エントリーリスト

※順不同

※女子Aは不成立

※申し込みしたのにエントリーリストにない、キャンセルしたのに

エントリーされているなどあればご連絡ください。5/19 23:59まで

連絡先：ディレクター　大西 敬吾 090-3173-0667
112 Vamos 女子B 儀間真紀

65 フリー 女子B 玉寄春奈

98 Ａｖａｎｃｅｒ 女子B 阿波連詩織

100 テニスラウンジ糸満 女子B 安次嶺 優紀

84 Ｂ?テニスクラブ 女子B 石原　陽子

47 Skinnyclub 女子B 喜多倫子

98 フリー 女子B 根間和子

97 ケンテニ 女子B 玉寄紀子

93 ESFORCO 女子B 鉢嶺 結
60 R yu-Ｐ　girls 女子B 野原　洋美

54 skinny Club 女子B 清水春奈

35 フリー 女子B 中村恵莉菜

41 ぷらす 女子B 與那覇　瑠海

88 ケンテニ 女子B 中村楓

94 F reedom 女子B 鎌田　美奈子

97 TAGテニスアカデミー 女子C 嘉味田　薫

81 テニスラウンジ糸満 女子C 山下幸子

99 女子C 島　美玲

46 フリー 女子C 福里　涼子

57 MRS 女子C 田路浩子

61 チームわくがわ 女子C 新里佳央里

87 フリー 女子C 國仲美鈴

89 TRY 女子C 藤田　香織

90 TCμ 女子C 牧迫夏奈子

95 フリー 女子C 富山悦子

95 テニスラウンジ糸満　 女子C 倉田　ひろみ

122 NexusTC 女子C 仲西　早苗

37 琉球大学 男子A 大屋一哉

99 友愛医療センター 男子A 平良康太郎

34 shot 男子A 中村翔

71 琉大医学部 男子A 岡田雅海

75 TAGテニスアカデミー 男子A 富永健司

121 フリー 男子A 玉寄　貴也

124 フリー 男子A 福 克之

91 Happinss OKTC KADENA 男子A 名城綱基

39 湧川牧場 男子A 湧川重智

117 県総ナイターTC 男子A 市野皓之

92 Nexus TC 男子A 及川卓郎
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70 フリー 男子A 新垣　博之

72 フリー 男子A 山入端竜也

82 エン設計 男子A 渡慶次　佳

85 琉大医学部 男子A 松原侑一郎

108 高カロリーズ 男子B 伊能　彰英

42 shot 男子B 小嶺　幸己

43 shot 男子B 仲村　卓

102 高カロリーズ 男子B 大久保　洋

44 朝練クラブ 男子B 石川一彦

76 Nexus TC 男子B 宮道喜一

103 あっちゃんず軍団 男子B 根間孝幸

68 高カロリーズ 男子B 東　秀隆

33 ワープ 男子B 仲眞亮

107 高カロリーズ 男子B 金城　孝也

120 漫友会 男子B 津田丈生

59 漫友会 男子B 前仲清浩

36 朝練クラブ 男子B 親富祖英二

110 フリー 男子B 津波古正輝

78 玉城軍 男子B 上原　卓巳

77 TEAM ASA-TENI 男子B 小山宏樹

32 S.T.K. 男子B 大西 敬吾

49 フリー 男子B 西濱佑斗

63 フリー 男子B 又吉　晴己

66 なかむらテニス倶楽部 男子B 中村栄文

73 琉球医学部 男子B 玉城周馬

74 琉球大学 男子B 岡村　健太郎

113 フリー 男子B 山城 守成

40 ウッディーズ 男子C 川勝 忠
64 OPC 男子C 玉城哲

55 ミュー 男子C 浜本　昭

111 フリー 男子C 上原　秀樹

119 高カロリーズ 男子C 上間　正彦

104 フリー 男子C シシコフ　ヤボル

114 沖縄ダイケン 男子C 平良博紀

118 森川TC 男子C 江頭勝彦

48 チームわくがわ 男子C 新里茂希

53 フリー 男子C 大田守晃

58 とくいち 男子C 渡辺せいじ

62 県総ナイターTC 男子C 中村　真

67 ゆいまーるTC 男子C 宮城達史

79 フリー 男子C 砂川雅哉

80 フリー 男子C 上原　啓

93 ガチンコ 男子C 上原　紀幸

94 フリー 男子C 東迎暢人

96 TC μ 男子C 内藤 雅実
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105 チームわくがわ 男子C 名嘉　正繁

106 チームわくがわ 男子C 池村恒平

109 六期会 男子C 當銘進次

116 首里森庭球倶楽部 男子C 瀧口　真也


