
支部大会優勝・準優勝者

支部 開催日 会場 参加組数 種別 優勝者（所属） 準優勝者（所属）

Ａ級 越田・青松（ﾌﾟﾘﾃｨｰG・ﾌﾟﾘﾝｽTC） 中村・川井（むつTA・T'ｓ　club）

Ｂ級 村田・渡邉（かりんT） 鎌田・織田（ｷｬﾛｯﾄ）

Ｃ級 渋谷・柴田（ニコちゃんｽﾞ） 佐々木・近藤（ﾌﾚｯｼｬｰｽﾞ）

Ｄ級 小此木・木村（三沢女子） 白取・神村（ﾎﾜｲﾄｴﾝｼﾞｪﾙ）

Ａ級 大塚・熊田（あさかﾌｧﾐｰﾙ・くまくま） 冨谷・高橋（ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村・ﾙﾝﾙﾝTC）

Ｂ級 滝田・遠藤（さわやか） 橋本・風間（I.V.Tc・ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村)

6/26 ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 26 Ｃクラス 松本・高橋（守谷TC・ほっとNJ） 清水・宮本（I.T.C・B’ZOO）

6/4,5 笠松運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 53 Ｃクラス 斉藤・渡辺（城南TC） 渡辺・高岡（小川ﾃﾆｽ・東海ﾛｲﾔﾙ）

オープンクラス 蝦澤・橋本（ｻｰｸﾙM・ｳﾞｨｸﾄ） 土谷・石川（高崎TC）

ステップアップクラス 渋澤・三原（ASUKA） 小川・多田（ｴﾘｽ）

7/10 岩鼻運動公園内東松山庭球場 32 Ｄ・わかばの部 市原・西川（ｷｬﾝﾃﾞｨｰ） 高原・荒谷（ｶﾄﾚﾔ・ﾌﾚﾝｽﾞ）

7/2 ﾃﾆｽﾊﾚ大宮 32 Ｄ・わかばの部 伴・澤田（ﾄﾞﾘｱﾘｽ） 宮川・宮薗（ﾘｾ）

7/10 智光山公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 32 Ｃ級・Ｄ級・わかばの部 草田・若杉（上福岡KTG・双実） 藤田・西村（なでしこ）

7/4 しらこばと運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 32 Ｄ・わかばの部 佐々木・新藤（ﾗﾌﾞ ｵｰﾙ・ﾙｰﾌﾞﾙ） 熊谷・渡辺（over30's・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ）

Ａクラス 丸山・熊谷（Ｔ&Ｓ新発田ＩＴＳ・ｆｉｔ） 川岸・関塚（ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS・ｼﾞｬﾝﾎﾞITS）

Ｂクラス 目黒・高山（池村ﾌﾟﾛﾃﾆｽ塾・momo） 今井・岡田（ﾌﾟﾘﾝｽ・ｸｴｽﾄ）

パール 福本・小柴（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ） 荒谷・水間（mok.mok・高岡RTC）

一般オープン 植田･杉原（ｾﾝﾃｨｱ） 高橋・鈴木（ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ）

一般ルンルン 辻・小原（魚津市TA・ｾﾝﾃｨｱ） 高田・津村（ｾﾝﾃｨｱ）

ルビー 関・山本（ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ） 前田・田中（ace・T．T．K ）

サファイア 平野・喜多（ﾊﾟﾝｼﾞｰ・ﾏｲﾝ） 森野・村上（ﾏｸﾞﾅﾑ・ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ）

ダイヤモンド 山本・大森（ｶﾄﾚｱ・小松ｸﾗﾌﾞ） 北原・北原（ﾊﾟﾝｼﾞｰ）

福井 4/24 福井市わかばﾃﾆｽｺｰﾄ 30 オープン 柴田・森崎（TCﾌﾞﾚｰｸ） 前田・中山（BEGIN）

6/21,22

58

石川

116

岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 48

22

青森 6/20
新青森総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

（青い森アリーナ）

7/18 新潟市庭球場

福島 4/11 いわき平テニスコート

群馬県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ

埼玉

新潟

Princeレディーステニストーナメント2012各支部優勝・準優勝者

茨城

富山 4/25

63

群馬

7/11 西部緑地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 29

福井 4/24 福井市わかばﾃﾆｽ ﾄ 30 オ プン 柴田 森崎（TCﾌ ﾚ ｸ） 前田 中山（BEGIN）

オープン 渥美・丸山（静清ｸﾞﾘｰﾝ・千代） 吉岡・勝又（ﾐﾅﾐ）

50歳の部 小池・平林（NWTC・ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂ） 中野・川村（ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂ・伊東TC）

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

６0歳の部 八文字・辻村（ﾐﾅﾐ・富士ｵｵﾄﾐ） 倉沢・小沢（静岡ﾛｰﾝ・BBC）

岐阜 7/4 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ長良川ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ 49 オープン 森・渡辺（三和TC） 竹村・田中（山下ｸﾗﾌﾞ・ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾛｰ）

一般 義基・倉田（ﾁｱｰｽﾞ・ｸｨｰﾝｽﾞ） 重盛・谷口（ｸｨｰﾝｽﾞ・津ｸﾞﾘｰﾝ）

OV50 内山・大山（Winner） 相浦・田辺（TCA・ｸｨｰﾝｽﾞ）

Ａクラス 松岡・長田（ｴｰﾙ・飛鳥ｲﾝ） 三好・犬嶋（生駒ﾚ・Tｺﾞｯﾁ）

Ｂクラス 今井・宮本（（生駒ﾚ） 中本・下村（TS・ITC）

50歳ｸﾗｽ 永井・足立（ｳｲﾙ・TS） 川本・奥谷（ﾗｽﾌﾞﾙ・飛鳥ｲﾝ）

オープン 北野・磯奥（ﾄｯﾌﾟﾗﾝ） 山本・植野（丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ・Team Lee）

チャレンジ 山崎・常峰（ﾛﾍﾞﾙﾀ・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川） 三浦・三浦（ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC）

一般 大谷・柴田(JOY TC・５C） 福留・森田（JOY TC・ﾀﾞｲﾊﾞﾀﾞｯﾀ）

50歳以上 三澤・青柳（YLTC・ｱｼﾆｽ） 亀田・大谷（ﾌﾚﾝﾄﾞ・木曜倶楽部）

島根 5/15 松江総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 30 一般 柿田・岸原（GIOCO・D.O.B） 石倉・芦山（GIOCO・D.O.B）

Ａクラス 徳永・牧野（Newzy・ｿﾌﾟ ｶｳﾆｽ） 平山・一花（Newzy）

Ｂクラス 土居・佐伯（ﾊﾟﾙ・Fanfa） 村上・菊池（ｷｬｯﾂ・GAIYA）

Ｃクラス 村上・木村（ﾌﾟﾘｱｯｼｭ） 東・梶本（PEYPEY）

オープン 森 ・ 林（徳島ﾛｰﾝ） 桜井 ・ 中野（MAXX・ｶﾞｰﾃﾞﾝ）

CDクラス 田渕 ・ 山田（蛭子山ｸﾗﾌﾞ） 大久保 ・ 井内（TEAM NUTS ・OZONO）

佐賀 6/6 佐賀県総合運動場 庭球場 20 一般の部 江頭・菊地（大和撫子・ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ） 許斐・大島（佐賀ﾛｰﾝT.C・ｷﾛﾒｷ）

一般の部 木本・榊（島原TC） 權藤・宮崎（岡町ｸﾗﾌﾞ・4＆2）

５５歳以上の部 渕・福井（佐世保ﾚﾃﾞｨｰｽ） 井上・森（つつじヶ丘）

ＡＢ級 三毛・原（NTCｸﾗﾌﾞ） 深川・酒巻（くのいち）

ＣＤ級 河野・清原（ｺﾀﾞﾊﾞﾝﾌﾞｰ） 大串・今西（秋桜ﾚﾃﾞｨｰｽ）

宮崎 5/18 西階庭球場 20 Ａ・Ｂ・Ｃ級 佐藤・大野（てなげﾃﾆｽ部） 鈴木・渡邊（ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ・SUMCO）

Ａ・Ｂクラス 吉川・湯原（種ｶﾞｰﾙ・桜島） 恒吉・渡邊（皇徳寺ﾚﾃﾞｨｰｽ）

C・初心者ｸﾗｽ 辻村・上田（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ） 伴野・山本（ｵﾘｰﾌﾞ）

オープンクラス 中山・松浦（ﾛｲﾔﾙ・TC ） 仲本・棚原（ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｽﾞ・ﾛｲﾔﾙTE）

静岡 6/15 静岡県草薙総合運動場ﾃﾆｽｺｰﾄ 71

芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 60

県営浄化ｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ 56

71

大分 大分市営駄ノ原ﾃﾆｽｺｰﾄ 365/8

鹿児島 6/13,14 鹿児島県立鴨池庭球場 57

雲仙市国見町総合運動公園
遊学の里くにみ

355/30

兵庫

三重 県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ

6/20 JAバンクテニスプラザ

愛媛 4/24,25

長崎

奈良 4/17

4/17

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

58

松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 73

7/17

徳島

鳥取 7/5

オープンクラス 中山・松浦（ﾛｲﾔﾙ・TCμ） 仲本・棚原（ﾌ ﾛﾊ ﾝｽ ・ﾛｲﾔﾙTE）

ビギナークラス 大城・与那覇（TCμ・一球会） 坂口・三浦（TCμ）

計 1,263２４支部

沖縄 6/22 奥武山庭球場 27


