
prince              2015開催支部一覧

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 参加人数 種目 優勝 所属 準優勝者 所属 

青森 6月17日 水 新青森県総合運動公園       
テニスコート

48 96

 級 川井・高橋 八戸ファミリー 入谷・新川 三沢女子・弘前   

 級 高田・坂下 キャロット・ファイン 加藤・近江     

  級 小田・古瀬 ちゃれんじ 長内・肥後 リベロ津軽 

福島 4月15日 水 いわき平テニスコート 20 40
 クラス 上遠野・髙橋      ・ルンルン   永塚・井上 ガットＴＣ・      

 クラス 北・菊池 ガット  ・ルンルン   橋本・小久  . .   

茨城
6月29日 月 笠松運動公園 42 84  クラス 大川・森 HUNTER       峰・高岡 スイートピー 

6月25日 木    テニスアカデミー 23 46  クラス 高嶋・尾上 ほっと   野村・市村 フレンズ 

群馬
6月18日 木 
 25日 木 前橋総合運動公園テニスコート 88 176

オープン ハイディ・妹尾 エリス 茂木・荒木 太田レ・スマッシュ 

ステップアップ 兵藤・中村 前ク・ベアーズ 小岩井・今村 太田レ・サンク 

埼玉

6月30日 火 そうか公園 32 64  ・わかばの部 宮地・大橋 レボリューション 高橋・谷口         

7月8日 水 智光山公園 32 64  級・ 級・わかばの部 赤岩・村田 チェリーベア 内田・宮岡 スイトピー 

7月7日 火 テニスハレ大宮      32 64  ・わかばの部 中司・関野    ・ティファニー 木内・榎本 ジョイマックス 

7月9日 木 岩鼻運動公園内東松山庭球場 32 64  ・わかばの部 小野・志村 チェリーベア 岡野・村井 スターランド 

東京 ― 桜田倶楽部 東京       コートコンディション不良 為 中止 

長野 5月11日 月 南長野運動公園 36 72 一般 池田・田中 チームヒーロー・カジヤテニス 川上・小宮     クラブ・なでしこ 

新潟 6月15日 月 新潟市庭球場 68 136
 クラス 佐藤・増田 柏崎レディース・上越ローン   小柴・柴田     ・サンライズ   

 クラス 大須賀・朝川 スポーツガーデン新潟・カオス 田村・早川 水原  ・ジャンボ    

富山 4月15日 水 岩瀬スポーツ公園 32 64

オープン 森・堀井 魚津市  ・センティア 水上・高橋          ・グリーンテニス 

ルンルン 岡本・藤田 大林    晒谷・朏 大林   ・  フレンズ 

パール 山木・毛呂 大林    角・鉾井 富山    

石川 6月23日 火 金沢市城北市民コート 38 76

一般 久保・廣瀬 カサブランカ・Ｂｕｄｄｙ 石田・堀    

ルビー 有川・平野 小松クラブ・だんべるず 五十嵐・澤 フロリカ・   

ダイヤモンド 村尾・村上 ルーチェ・ウエストヒルズ 北原・平野 パンジー 

福井 4月21日 火 福井市わかばテニスコート 32 64 一般 大久保・山内    ・マンマ・ドルチェ 吉田・黒川 あみんぐ・ウェンディー 

静岡 5月29日 金 草薙総合運動場テニスコート 57 114

オープン 中野・板倉 あおやま庭球塾・グリーンロイヤル 渡邊・増田 ルネサンス静岡・グリーンヒル 

  歳の部 木村・重松 ストーンサム 松井・望月 駿河台ローン・ウインビレッジ 

  歳の部 藤嶋・難波 プレスガーデン 山崎・柳沢 富士  ・グリーンロイヤル 

  歳の部 中村・金子 竜南・ナイナイ 辻村・田口 オオトミ・    

岐阜 6月5日 金 各務原スポーツ広場テニスコート 36 72 オープン 倉知・丹羽 多治見市テニス協会・アクトス各務原 浅野・加藤  山下クラブ・松原庭球 

三重 4月20日 月 三重交通 スポーツ杜 鈴鹿 64 128
一般 小野田・橋本     ・なばな   重盛・谷口 クイーンズ・津グリーン 

    広本・井上    ’          片桐・松浦 なばな  ・遊 クラブ 

奈良 4月7日 火 県営浄化センターテニス　　　
コート

53 106

 クラス 四方・長田     ・飛鳥   清水・三浦         

 クラス 稲田・八木 生駒レ 奥田・下川     ・上牧  

  歳クラス 玉川・牧浦     ・   三好・神内 生駒レ 

兵庫 7月21 火 芦屋シーサイドテニスクラブ 42 84
オープン 船橋・玉田 松田テニス塾 長安・植野 ロベリア・垂水スポーツガーデン 

チャレンジ 片山・雑賀 サンランドロイヤル・ノーリツ 鈴木・稲垣             神戸 

鳥取 7月2日 木 どらドラパーク米子庭球場 24 48
一般 宮原・三浦ペア サニーＴＳ 飯田・小山ペア ラフ・ ねん くみ 

  歳以上 大谷洋・山根優ペア(               三澤・青柳ペア           

島根 6月2日 火 松江総合運動公園 16 80 団体戦 ミラクル  山崎・石倉・枝木・青柳・竹下 和子さんとＹＤＫ 野上 大野 周藤 佐 木 松浦 

広島 5月27日 水 広島広域公園テニスコート 88 176

団体戦      てにすぱみゅぱみゅ 桧山・佃・中川・曽田 クーニーズ 国本・小原・坂本・小笠原 

団体戦       クラブ 西田・石下・曽根田・熊谷    メンバー募集中 田窪・島村・高橋・宮原 

団体戦     くろおばぁ 平口・猪川・工藤(敬) 工藤(美) チーム    中島 森田 濱本 西向 

山口 7月3日 金 維新百年記念公園テニス場 22 90 団体戦           錦織圭じゃなく  佐 木・部谷・川田・田口 レディーババ 弘中・中原・森田・大田 

愛媛
6月16日 火 
 17日 水 松山中央公園 76 152

 クラス 久木山・平山       石川・一花       

 クラス 相原・林田 太太 丹下・藤方       

 クラス 三好・塩﨑 宇和島レディース 三野・東        

徳島 5月27日 水 大神子病院しあわせの里      
       

48 96
オープン 藤原・三好       ・ハッピー 川淵・中野       ・ガーデン 

  クラス 河野 茜 ・西村 公            庄野・岩戸      

佐賀 6月4日 木 佐賀県総合運動場 庭球場 26 52 一般の部 石橋 あ ・深村 大和撫子 石橋 順 ・沼田               

長崎 6月4日 木 雲仙市国見町総合運動公園      
遊学 里   

31 62

一般の部 榊・安藤 島原           高田・隨木 島原        T 

  歳以上の部 大浦・永野 諫早クラブ 山口・田中 諫早クラブ 

  歳以上の部 大串・田中 諫早    佐世保      貞方・樋口 佐世保      大村早朝 

大分 4月23日 木 大分市営駄原テニスコート 35 70
  級 丹生・藤田        宮田・内山       

 級 中西・井上           伊藤・ニノ宮 コダバンブー 

宮崎 5月22日 金 西階庭球場 25 50 オープンクラス 渡邊・井上              部 小牧・谷       倶楽部 

鹿児島
6月10日 水 
 12日 金 鹿児島県立鴨池庭球場 48 96

 ・ クラス 鮫島・城下     鹿屋   秦・川畑 出水    皇徳寺      

 ・初心者クラス 帖佐・芦浦        木場・渡邉         

沖縄 6月23日 火 奥武山庭球場 32 64
オープンクラス 上江洌・伊志嶺    μ 仲本・西田               

ビギナークラス 玉城・新川                 小嶺・浦野    μ 

27支部/31会場 計 1,278 2,650


