
prince              2016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22日 水 新青森県総合運動公園 51 102

 級 川井・高橋 八戸ファミリー 其田・鹿島 プリンス  ・十和田   

 級 村田・渡邉 かりん   三浦・津川 アーティーズ・     

  級 西田・木村 キューティマミーズ 河原・田中 キューティマミーズ 

福島 4月20日 水 郡山庭球場 25 50
    横田・小形 郡山  ・      高橋・井上 ルンルン  ・      

    成松・野田     斉藤・斎須 さわやか 

茨城

6月27日 月 笠松運動公園 37 74     塙・渡辺 山吹レディース・東海ロイヤル 石井・菊池 Coffee       

6月29日 水            18 36     佐藤・岡本 個人登録 廣瀬・田部 エタナール 

群馬
6月16日 木 
 17日 金 

     ぐんま総合スポーツ
センター

84 168
オープン 田村・石川 サークル ・高崎   蝦澤・妹尾 サークル ・エリス

ステップアップ  茂木 佐藤 前      川合・赤尾 グリンヒル・ソレイユ 

埼玉

7月4日 月 テニスハレ大宮      32 64       部 犬童・大根田 リセ・サングリエ 手塚・辰見     ・ポテチ 

7月7日 木 白岡総合運動場 32 64  級  級     部 荒木・佐藤 プチフール・   ストーム  米澤・小路 吉川レディース 

7月11日 月 智光山公園 32 64  級  級     部 草川・根岸 青木 永岑・本宮        ・シュシュ 

7月14日 月 岩鼻運動公園内東松山庭球場 32 64       部 江森・岩﨑 ジュピター 中山・染本    ・上尾セントラル 

東京 9月2日 金 東宝調布テニスクラブ 24 48 初心者・ 級 保延・松田 登戸           林 永峰          

長野 5月10日 火 松本市立浅間温泉庭球公園 33 66 一般 上村・吉塚 えびのこ・エーデル バックハンド 斉藤・萬 キャンディー・えびのこ 

新潟 6月20日 月 新潟市庭球場 74 148
    小池・大沼     ・三和れもん 中村・山崎    ・水原   

    山田・山本 佐和田   渡邉・三浦         新潟    和 輪 話 

富山 4月27日 水 岩瀬    公園 34 68

オープン 小川・大村 センティア・  フィレンズ 水上・高橋                   

ルンルン 岩村・今田 魚津市   蔵野・江守 大林   ・    

パール 東・北島 富山   ・大林    酒井・福田   ボニータ・ステップ 

石川 6月22日 水 金沢市城北市民   35 70

一般 廣瀬・神田      ・      早川・宮本 マグナム        

ルビー 池村・五十嵐 ウエストヒルズ フロリカ 田辺・柴田      

ダイヤモンド 川上・村上 はまなす・ウエストヒルズ 山城・ 山本         千代野   

福井 4月19日 火 福井市         32 64 一般 寺地・赤木 気比クラブ・  ウィン 畑・白﨑 丸岡グリーン・ヤスマ    

静岡 6月9日 木 愛鷹運動公園 47 94

オープン 伊藤・中野 あおやま庭球塾 鈴木・宮永     

  歳 部 増田・岡田 グリーンヒル 安田・卜部    ・アクトスポーツ 

  歳 部 山崎・柳沢 富士  ・グリーンロイヤル 中野・岡田 アクトスポーツ 

  歳 部 大森・朝日 アクトス・佐鳴台ローン 土谷・重田 アクトスポーツ・    

岐阜 6月7日 火 各務原スポーツ広場 36 72 オープン 梶田・神田      ・美濃市テニス協会 渡辺 服部 郡上市        

三重 4月18日 月 三重交通     杜 鈴鹿 54 108
一般 服部・伊藤     ・コスモス 小野田・橋本     ・なばな   

    服田・浅生 ウォールナッツ・タッチ 阿部・佐藤 ＴＴＣ・三重ＧＴＣ 

奈良 4月5日 火 
まほろば健康パーク 浄化セ

ンター公園 
52 104

    長田・森花 飛鳥イン・矢田山 上田・藤原 香芝ビ 

    松村・山田 生駒レ 田中・山崎 香芝ビ 

兵庫 7月21日 木 吉川総合公園 54 108
オープン 斎藤・矢木           畑中・脇本               

チャレンジ 山本・阿部 サンランドロイヤル 清水 パイン    中塚 三木     

鳥取 7月7日 木 どらドラパーク米子庭球場 15 60
団体戦ダイヤモンド 谷口・濱田・山根・大谷 サングリア 山根・亀田・嶋田・福田 ミストラル 

団体戦サファイヤ 有田・今田・宗近・米原  eam       芦塚・奏・河野・小林     

島根 5月17日 火 松江総合運動公園 14 70 団体戦 今田・芦山・枝木・秋鹿 金 じゃない 柿田・佐伯・佐 木・周藤・西尾・萬代         

広島 5月27日 金 広島広域公園      48 192

団体戦      平田・小宇羅・堀・税田 レモングラス 高橋・田窪・島村・泰地     

団体戦     土田・本名・工藤・焼家 スケルツァンド  山中 執行 池本 三浦        

団体戦     小野・北森・下田・青盛  向日葵 永井・安倍・奥・井手口 ウェンディ  

山口 6月17日 金 下関庭球場 18 72 団体戦 谷岡 上中 江本 松尾                      佐 木 部谷 川田 田隆     熊本 

愛媛
4月25日 月 

 26日 火 
愛媛県総合運動公園 34 136

団体戦 クラス 坂口・竹内・桧垣・小野 スマイルミニヨンズ 一花・石川・九木山・平山 花組 

団体戦 クラス 船間屋・石橋 多 良 前田 桃色        森野・相原・林田・近藤 毎日ポジティブ 

徳島 6月8日 水 
大神子病院     里      

       
49 98

オープン 笠原・東條  ミッシェル・     藤原・三好        ・ハッピー 

     栗原・和家 蛭子山クラブ  佐 木 由  阿部 雅       

佐賀 6月1日 水 佐賀県総合運動場 庭球場 29 58 一般 部 古川・西川 リョーユースポーツプラザ・チームありおか 宇曽 野口 伊万里       

長崎 6月2日 火 
雲仙市国見町総合運動公園      

遊学 里   
49 98

一般 部 安藤・榊 チームさくら・島原クラブ  岩田 木村 田平TC  佐世保      

ベテランの部 田中・田川 りぼん・つつじヶ丘 中島・福井 カトレア・佐世保レディース 

大分 4月  日 火 大分市営駄原      熊本地震の影響のより 開催を中止致しました 

宮崎 5月20日 金 西階庭球場 26 52 ＡＢＣクラス 渡邊・安藤 クラブキャンティ 黒岩・青木    ・チームウッキー 

鹿児島
6月2日 火  

3日 水 
東開庭球場 49 98

      神園・山下 カトレア・鹿屋   中村・沖園 鹿屋  ・枕崎女子 

  初心者   中川・福岡 オリーブ 渡邉・木塲 マリーゴールド 

沖縄 6月23日 木 奥武山庭球場 29 58
オープンクラス 儀間・金城 チームわくがわ・ミルキーウェイ 仲本・西田 プロバンス・チーム     

ビギナークラス 大城・与那覇    μ 一球会 島本・高良    μ         

27支部/31会場 計 1,178 2,628


