
prince              2017開催支部一覧

大会概要   支部大会優勝 準優勝者

支部 開催日 会場 参加組数 参加人数 種目 優勝 所属 準優勝者 所属 

青森 6月28日 水 新青森県総合運動公園 43 86

 級 福士・福原 テニスミッキー・弘前   新川・水口 弘前  ・オリバーメイト 

 級 木村・鈴木     織田・三浦 キャロット・アーティーズ 

  級 中田・河原 キューティマミーズ 地名・小島 キューティマミーズ 

福島 4月20日 木 いわき平テニスコート 21 42
    小松 矢部        佐藤・北       

    小久・橋本  . .   長瀬・佐藤 ルンルン   

茨城
6月12日 月 
・13日 水 笠松運動公園テニスコート 40 80     真家・弓能家           個人登録 森   竹内       

群馬
6月22日 木 
・23日 金 

        総合      
        

95 190
オープン 大沢・狩野 サンク 平田・岩田 エリスヴィーナス 

ステップアップ 萩原・小林 ミナミ 伊平・上村 ミナミ      

埼玉

7月3日 月 テニスハレ大宮テニスクラブ 32 64       部 田中・会沢 東大宮・ソルシエール 太田・藤村 フレンドリー 

7月12日 水 智光山公園テニスコート 32 64  級  級     部 福田  加藤  . .  八木田・林     -   ・ココナッツ 

7月13日 木 そうか公園テニスコート 32 64  級  級     部 金井・相馬         山口 谷口  パール・          

7月13日 木 岩鼻運動公園テニスコート 32 64       部 薄葉・中山 ブルーローズ 上原・高橋 千年谷 

東京 9月1日 金 東宝調布スポーツパーク 24 48 初心者・  級 林・永峰 ウエスト・アシニス 宮田・高浜 Sophia・高松ローン）

長野 6月12日 月 南長野運動公園 39 78 一般 横野・佐藤             杏 伊藤・梨子下         

新潟 6月5日 月 新潟市庭球場 65 130
 クラス 中村・山崎      水原   小池・籏          

 クラス 小柳・菊池 フラワー・はまなす   坂口・田村 ヤマダ   

富山 4月26日 水 岩瀬    公園 35 70

一般 島・山崎 富山   ・  フレンズ 水上・高橋                   

パール 森田・倉田          ・大林     松田・岩田 富山   ・  ボニータ 

ルンルン 蔵野・江守 大林   ・ＣＴＳ） 田口・荒瀧（ センティア  

石川 6月20日 火 金沢市営城北市民コート 34 68

一般 池村・宮本                 神田・杉村               

ダイヤモンド 金子・冨田      村上・川上       

ルビー 平野・五十嵐               澤・山村    

福井 4月18日 火 福井市わかばテニスコート 32 64 女子ダブルス 赤木・寺地         気比    山内・中島       丸岡     

静岡 6月30日 金 花川運動公園庭球場 44 88
オープン 森上・篠﨑             千葉・山本 静清グリーン 

  歳以上 稲垣・岩野             中村・金子 竜南・ナイナイ 

岐阜 6月6日 火 各務原スポーツ広場 34 68 女子ダブルス 後藤・森本       丹羽・倉知    岐阜 多治見市   協会 

三重 4月17日 月 三重交通 スポーツ杜 鈴鹿 52 104
一般 重盛・近藤 クィーンズ・ビクトリー 小野田・橋本   .        

    佐藤・阿部 三重グリーン・    服田・清水 ウォールナッツ・         

奈良 4月4日 火 県営まほろば健康パークテニス
コート              

64 128

 クラス 石井・山田 飛鳥イン・   橿原 森花・木村 矢田山・ルーセント 

 クラス 小坂・前側 高田ア・    山村・谷河 学  

  歳以上 岩中・東川   ・ダイヤ 福田・中島 生駒 ・いかるが 

兵庫 7月20日 木 吉川総合公園 48 96
チャレンジ 早野・丸山  一般 伊藤 津崎 サンランドロイヤル ロベリア 

フレッシュ 田畑・佐野 香枦園・宝塚     木村・清水 書写   パイン   

鳥取 7月20日 木 どらドラパーク米子庭球場 14 58
ダイアモンド（団体戦） 山根・嶋田・福田・亀田 ミストラル 坂本・大谷・山根・岡野 水色の手紙 

サファイア（団体戦） 秋鹿・青柳・周藤・畑野・山崎 ミラクル  有田・山根・青木・ 桑田           

島根 5月10日 水 松江総合運動公園 15 73 団体戦 石倉・竹下・畑野・藤原・山崎 ミラクル  糸原・柿田・佐伯・佐 木・周藤・萬代 エブリバディ      

山口 6月15日 木 キリンビバレッジ周南庭球場 27 108 団体戦 筑後・清水・吉原・江本 キャサリン     国沢・日野村・柏木・山本 チームミッション 

徳島 5月31日 水 大神子病院     里    
    

48 96
オープン 井上・細川  スエヒロ・ガーデン 中野・河野(博)  ガーデン 

  坂東(五)・上田(陽)  ラ・ポーム・     阿部(雅)・庄野  ガーデン・     

佐賀 6月30日 火 佐賀県総合運動場 庭球場 26 52 女子ダブルス 藤田・菊地                  津曲・古川                       

長崎 5月9日 火 長崎県立総合運動公園テニスコ
ート

40 80

オープン 榊・安藤 島原クラブ・チームさくら 上熊須・坂本 つつじヶ丘 あすなろ）

  歳以上 隨木・高田       島原    大浦・永野（ 諫早クラブ・ 諫早クラブ）

  歳以上 田中・砂川 佐世保レディース） 井上・原田 つつじヶ丘 小江原   

大分 4月26日 水 大分市営駄原テニスコート 28 56
  級 堀・尾形 日出ローンTC くのいち 上野・福岡         

 クラス 指原・冨久             伊藤   宮        

宮崎 4月26日 水 クラブハウス     23 46 女子ダブルス 今村・四元        齊藤・原田  新田原   ・Ｔｗｏ Ｔｏｐ 

鹿児島
6月8日 木 
・9日 金 東開庭球場 54 108

一般 瀬戸口 湯原     くろまる 渕脇・渡邉 皇徳寺レディース 

  歳以上 八丸 愛甲 ロブエース 岩城・華山 妙円寺ハードナッツ 

沖縄 6月23日 金 奥武山庭球場 25 50
オープン 儀 間・小林（チームわ くがわ ・Ｆｒｅｅｄｏｍ 金 城・塚本（    コ ラ ソ ン・空 自 那 覇  

ビギナー 許 田 玉城     ・ＴＦ  小林・高橋 フリー 

  支部/  会場 計 1,098 2,323


