
大会概要および支部大会優勝・準優勝者

支部 開催日 会場 参加組数 種別 優勝（所属） 準優勝者（所属）

Ａ級 根川・其田（ﾌﾟﾘﾝｽTC） 越田・青松（ﾌﾟﾘﾃｨｶﾞｰﾙｽﾞ・ﾌﾟﾘﾝｽTC）

Ｂ級 鹿島・大塚（十和田TC・八戸ﾛｲﾔﾙ） 木村・鈴木（STK）

Ｃ級 木村・松林（三沢女子TC・ちゃれんじ） 水落・鳴海（青森ひまわりTC）

Ｄ級 竹浪・津川（ｱ-ﾃｨ-ｽﾞ） 成田・関根（Will）

Ａクラス 高橋・佐野（ﾙﾝﾙﾝTC・いわきNT） 上遠野・井上（ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ）

Ｂクラス 伊藤・石井（I.V.TC） 佐藤・北（ｶﾞｯﾄ）

Ａクラス 根本・斎藤（郡山TC・GATC） 坂井・伊藤（ROSSO）

Ｂクラス 佐瀬・吉田（ｾﾚｯｿ・ねばっこ） 山岸・古河（さわやか）

7/9 ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 32 Ｃクラス 石井・西久保（館ｸﾗﾌﾞ・JAC） 浅野・吉井（KCJ・個人登録）

6/10,11 笠松運動公園 61 Ｃクラス 面川･佐藤 (ｱｸﾃｨｳﾞ・個人登録) 関･渡辺（ﾃﾞﾋﾞ-ﾙ・小川ﾃﾆｽ）

オープン 三 木 ・ 中 原（一筆TC） 妹尾・堀田（ｴﾘｽ・高水）

ステップアップ 室田・女屋（T＆P・ﾐﾅﾐ） 細野・柴田（あかぎ）

7/9 岩鼻運動公園内東松山庭球場 32 Ｄ・わかばの部 岡野・山本（Wittot・ｽﾀｰﾍﾞｽﾄ） 八木・村田（桶川ﾌﾗﾜｰｽﾞ・ｳｨﾝｽﾞ）

7/2 ﾃﾆｽﾊﾚ大宮 32 Ｄ・わかばの部 秋間・高橋（P,T） 笠原・鎌田（B.B.C）

7/8 智光山公園 32 Ｃ級・Ｄ級・わかばの部 舟生・滝口（Team-Riz・ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ） 田中・野島（CANDY）

7/9 しらこばと運動公園 32 Ｄ・わかばの部 渡辺・山口（吉川ﾚﾃﾞｨｰｽ） 須田・北村（さくら組・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）

東京 9/9 東宝調布ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 24 初心者・Ｄ級 村田・石田（高井戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ） 秋野・松井（ﾌﾟﾗﾈｯﾄ）

長野 5/27 南長野公園 45 一般 萬・大島（えびのこ・ｴｰﾃﾞﾙ） 古海・田中（ｴｰﾃﾞﾙ・ｶｼﾞﾔﾃﾆｽ）

Ａクラス 岩渕・丸山（T＆S新発田ITS） 小池・柴田（WEST・ｻﾝﾗｲｽﾞ）

Ｂクラス 宮園・平元（ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟・ｆｉｔ） 松山・吉田（ｼﾞｬﾝﾎﾞITS・ｆｉｔ）

オープン 植田・杉原（ｾﾝﾃｨｱ） 高橋・鈴木（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ）

パール 福本・小柴（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ） 東・中島（ﾛｺメイト・大林T.S）

ルンルン 宮下・津村（ｾﾝﾃｨｱ） 羽広・田中（CTS・Team Wish）

一般 宮本・早川（With・ﾏｸﾞﾅﾑ） 上田・雲井（ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ）

ルビー 山本・関（ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ） 柴田・高山（AD.C）

ダイヤモンド 北原・平野（ﾊﾟﾝｼﾞｰ） 龍瀧・河南（With・ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ）

Princeレディーステニストーナメント2013各支部優勝・準優勝者

茨城

富山 4/24

59

群馬

青森 6/12
新青森総合運動公園

（青い森アリーナ）

6/18 新潟市庭球場
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いわき平テニスコート

群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

埼玉

新潟

福島

4/17 23

福島市庭球場 34

6/20,21

66

石川

111

岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 48

6/18 金沢市城北市民ｺｰﾄ 51

ダイヤモンド 北原・平野（ﾊ ﾝｼ ｰ） 龍瀧・河南（With・ｳｴｽﾄﾋﾙｽ ）

福井 4/23 福井市わかばﾃﾆｽｺｰﾄ 32 一般 畑・木原（丸岡ｸﾞﾘｰﾝ・今立TC） 柴田・森崎（TCﾌﾞﾚｰｸ）

オープン 勝又・吉岡（ﾐﾅﾐ） 土屋・長橋（富士宮ﾌｧﾐﾘｰ）

50歳の部 山崎・中野（富士TC・ｱｸﾄｽﾎﾟーﾂ） 浅田・卜部（ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂ）

55歳の部 岡田・平林（ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂ） 大森・朝日（ｱｸﾄｽ・佐鳴台ﾛｰﾝ）

６0歳の部 倉沢・小沢（静岡ﾛｰﾝ・BBC） 和田・中島（ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂ・みやふじ静岡）

岐阜 7/8 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 39 オープン 松原・大野（三和TS・城山ロイヤル） 森・渡辺（三和TS）

一般 義基・倉田（三重GTC・ｸｨｰﾝｽﾞ） 近藤・重盛（くわなTC・ｸｨｰﾝｽﾞ）

OV50 大山・笠井（Winner・ﾚﾓﾝ） 田代・浅生（ﾁｬﾃｨﾝｸﾞ・ﾀｯﾁ）

Ａクラス 犬嶋・三好（Ｔｺﾞｯﾁ・生駒ﾚ） 清水・岡村（TN21・生駒ﾚ）

Ｂクラス 硯・板井（ｴﾀﾆﾃｨ・TN21） 上田・藤原（香芝ビ）

50歳ｸﾗｽ 中平・神社（TS・ﾀﾞｲﾔ） 福田・西島（生駒ﾚ）

オープン 玉田・船橋（松田ﾃﾆｽ塾） 長安・石塚（ﾛﾍﾞﾘｱ・瑞光TC）

チャレンジ 田中・西村（TKC・松田ﾃﾆｽ塾） 梶田・徳永（芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾）

一般 杉原・船越 森田・小林

50歳以上 嶋田・坂本 大谷・山根

島根 5/14 松江総合運動公園 28 一般 柿本・藤原（大田TC・D.O.B） 柿田・岸原（GIOCO・D.O.B）

Ａクラス 永井・田中（ﾊﾟﾙ・RYU'S） 畠中・脇田（ｽﾊﾟｰｸ）

Ｂクラス 石川・坪内（なでしこ・あいｸﾗﾌﾞ） 樋野・住田（GAIYA・ｳｲﾝｸﾞ）

Ｃクラス 片岡・大久保（GAIYA・ﾀｯﾁ） 長田・藤田（青空）

オープン 川淵・南谷（Classy） 桜井・中野（MAXX・ｶﾞｰﾃﾞﾝ）

CDクラス 島田・伊藤（TEAM NUTS・徳島ﾛｰﾝ） 東條・角村（MAXX・ﾌﾘｰｽﾞ）

佐賀 6/6 佐賀県総合運動場 庭球場 24 一般の部 菊地・堤（ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ・ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞ） 宇曽・吉田（伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

一般の部 高田・榊（島原ｸﾗﾌﾞ） 須藤・平田（ｸｲｰﾝｽﾞ・ｶﾄﾚｱ）

５５歳以上の部 馬渡・井上（大村ﾚﾃﾞｨｰｽ・つつじヶ丘） 竹原・立石（あすなろ）

６５歳以上の部 田中・大串（佐世保ﾚﾃﾞｨｰｽ・諫早ｸﾗﾌﾞ） 原・小川（ｶﾄﾚｱ・諫早ｸﾗﾌﾞ）

ＡＢ級 佐藤・塔鼻（LOB.T.A） 丹生・藤田（Funny）

Ｃ級 神田・長浜（ａｃｔｉｖｅ） 二ノ宮・伊藤（ｺﾀﾞﾊﾞﾝﾌﾞｰ）

宮崎 5/24 西階庭球場 24 Ａ・Ｂ・Ｃ級 鈴木・相磯（ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ・延岡ﾛｲﾔﾙ） 稲田・山本（延岡ﾛｲﾔﾙ）

Ａ・Ｂクラス 渕脇・渡邊（皇徳寺ﾚﾃﾞｨｰｽ） 加治屋・恒吉（ｶﾄﾚｱ・皇徳寺ﾚﾃﾞｨｰｽ）

C・初心者ｸﾗｽ 中島・橋本（ふぁいてぃん） 山本・伴野（ｵﾘｰﾌﾞ）

オープンクラス 本田・儀間（TC μ・ﾁｰﾑわくがわ） 仲本・奥原（ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽ・ｸﾗｳﾃﾞｨ）

ビギナークラス 屋良・田口（TC μ） 上江洌・新垣（ぷらす）

4/16

どらやきドラマチックパーク米子内
米子市営 東山庭球場

27

57

松山中央公園 81

7/23

徳島

鳥取 7/18

29

兵庫

三重 県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 64

大分 大分市営駄ノ原ﾃﾆｽｺｰﾄ 354/25

鹿児島 6/12,13 鹿児島県立鴨池庭球場

沖縄 6/12 奥武山庭球場

59

沼津市愛鷹運動公園 52

長崎 5/29
雲仙市国見町総合運動公園

遊学の里くにみ
45

静岡 6/21

芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 53

県営浄化ｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ 56

5/29 JAバンクテニスプラザ

愛媛 4/24,25

奈良 4/16,17

ビギナークラス 屋良・田口（TC μ） 上江洌・新垣（ぷらす）

計 1,38726支部/31会場


