
⽀部 会場 参加組数 参加⼈数 種⽬ 優勝（所属） 準優勝（所属）

Ａ級 其⽥ 眞紀⼦（ プ リ ン ス TC ）・新川 以智⼦ （ 弘前 TC ） ⼯藤 真起⼦（ グ レ イ ス ）・加藤 英⾥ （ オリバーメイト ）

B級 ⼯藤 真起⼦ （ グ レ イ ス ）・加藤 英⾥ （ オリバーメイト ） 須藤 有加 （ pomme ）・⽥中 智美 （ pomme ）

CD級
⼩野 寿⼦（ ⻘森ひまわり ）・横⼭ リカ⼦ （ ⻘森ひまわり

）
野崎 智⼦ （ pomme ）・松江 ⾹澄 （ pomme ）

B級 中島 さやか（多賀城レディース）・阿部 ⼣⼦（フレンズ） 庄司 明美（フリー）・尾嵜 恵美⼦（フリー）

C級 成⽥ 愛（ウイニングショット）・⼤橋 ⿇⾐（ウイニングショット） ⼩林 裕美（ルネサンス南光台）・⼤⽵ 寛⼦（ダンロップ仙台）

Ａクラス 上遠野 和恵（enjoy）・根本 久美⼦（あさかファミール） ⼤塚 由弥⼦（あさかファミール）・⽮部 貴⼦（いわきNTC)

Bクラス 穐本 春代（相⾺マリンズ）・⼭⽥ 多恵（南相⾺TC） ⻩⽊ 由美⼦（富久⼭テニス）・遠藤 敏⼦（SUN）

群⾺
６⽉10⽇

（⽊）・11⽇
中⽌ 総合運動公園 -            -            

オープン/ステップ
アップ

― ―

茨城 7⽉13⽇（⽕） ◯ ひたちなか市総合運動公園 15          60          チーム戦 ペアペア（瀬畑・真家・姫野・箕輪） ジャスミン（関・藤枝・⽵澤・藤元）

7⽉１⽇（⽊） 7⽉15⽇（⽊） そうか公園テニスコート 32          64          Ｃ級・Ｄ級・わかば 関野 美幸(ティファニー)・佐 久 間 真 理（Ｒｉｂｂｏｎ） ⼭積 博⼦（シード）・紙本 隆⼦（シード）

7⽉12⽇（⽉） ◯ テニスハレ⼤宮テニスクラブ 32          64          Ｄ級・わかば 加治 まなみ（プリミローズ）・伊藤 依⼦（プルメリア） 森本 瑠美（トィンクル）・井出 智江（双実）

7⽉13⽇（⽕） ◯ 岩⿐運動公園テニスコート 32          64          Ｃ級・Ｄ級・わかば 船⼾ 秀⼦（Ｍ．Ｎ．Ｃ）・松 本 千 恵（ ブルーローズ ） 細⽮ 美知（リトルプリンス）・早川 久美⼦（リトルプリンス）

7⽉16⽇（⾦） ◯ 川越運動公園 32          64          Ｃ級・Ｄ級・わかば ⼤室 清⼦（ＫＯＨ２）・太⽥ 春⼦（フレンドリー） ⼩林 弘美（あさき）・⼋⽊⽥ 由紀（Ｔｅａｍ－Ｒｉｚ）

東京 9⽉1⽇（⽊） ◯ 東宝調布スポーツパーク 24          48          初⼼者・Ｄ 級 松 前（イースト）・⼾ ⽥（⼀球⼀打） ⽮ ケ 崎（井の頭） ・ 佐 伯（井の頭）

⻑野 6⽉28⽇（⽉） ◯ 浅間温泉庭球公園 34          68          ⼀般 ⽥中 聡美（カジヤテニス）・義家 しのぶ （ブリッツ） 吉塚 晶⼦ （エーデル&バックハンド）・佐藤 英⾥⾹（杏）

Ａクラス 後藤 美鈴（ファミリーITC）・五⼗嵐 泰⼦（JSSジャンボITS） 平元 明⼦（JSSジャンボITS）・⽥村 美⾥（ファミリーITC）

Bクラス 佐々⽊ ひろみ（ YeLL）・梶原 玲奈（すみれ） ⾼橋 真世（スポーツガーデン新潟）・今井彩⼦ （スポーツガーデン新潟）

６０歳以上 １位：⼩柴 たみ（グリーンテニス） １位：塚島 智⾥（TeamWish）

５９歳以下 １位：⾼⾒ ゆかり（JSS富⼭） ２位： ⼩川 梨佳（センティア）

７０歳以上 ３位：原⽥ 澄⼦(フェニックス) ４位：町村 美恵⼦(フェニックス)

６０-６９歳 ３位： 辻 多美⼦（⿂津市TA） ４位：酒井 茂美（FFボニータ）

５０-５９歳 ３位：⻘⽊ 春美（CTS） ４位：藤⽥ 千鶴⼦（⼤林T.S）

４９歳以下 ３位：尾⼭ 明⼦(CTS)  ４位：⽥村 阿美李(わん♡TEAM)

⼀般 ⼩坂 由美⼦（Tフリーク）・⼭⼝ ⾹（どんまい） 村⽥ ⾹（マイン）・和⽥ 美樹（千代野ＴＣ）

ダイヤモンド 冨⽥ 紀⼦（AD.C）・⼭城 恵（AD.C） 新⽥ 智恵美（マグナム）・越野 三貢⼦（マグナム）

ルビー 池村 伊津⼦（チームS.E.N ）・中⽥ 智⼦（ 千代野TC） 杉岡 智⼦（ＰＫ）・⾼⽊ 優⼦（ＰＫ）

愛知
11⽉24⽇

（⽔）
◯ 名古屋グリーンテニスクラブ 32          135        チーム戦 うふふふふえご（森⼭・浦野・中村・⽵⽥） りんりんカッチー！（内⽥・緒⽅・⽚岡・平松・⾜⽴）

オープン ⼤椙 敦⼦（ウンノストロベリー）・⻄村 美幸（藤枝LTC） 和⽥ 恵⼦（ココア倶楽部）・渡邊 由紀⼦（ルネサンス静岡）

ＢＣクラス 深尾 由希⼦（ココア倶楽部）・杉⼭ 孝⼦（庭球道） 清川 千津⼦（ウンノストロベリー）・清川 千津⼦（ウンノストロベリー）

団体戦 225歳以上 スタイルはフリー（⼩坂・川原・千葉（富）・千葉（順）） グリーンヒル（岡⽥・那須野・増⽥・中村）

岐⾩ 7⽉６⽇（⽕） ◯ 各務原スポーツ広場 32          64          ⼥⼦ダブルス 永⽥ 寿⼦（ TPOS）・ 倉知 尚代（WiM岐⾩） 加藤 桂⼦（ 郡上市テニス協会）・⼊⽊⽥ 真希⼦（ 郡上市テニス協会）

⼀般 ⻄村 愉紀⼦（Ｌｅｔʼｓ）・重丸 賀⼦（ビクトリ―） 朝⽇ 智美（鈴⿅庭球塾）・⼤⾕ さゆり（ウオールナッツ）

ＯＶ５０ 伊藤 美穂（なばなTC）・伊藤 なるみ（千ェリー） 堀⼝ 幸⼦（カマラド）・⼤井 恵（みさとTC）

Ａクラス ⻑⽥（⾶⿃インドア）・⽯井（⾶⿃インドア） 上内（ N21）・⽊村（寺⼦屋）

Bクラス 岩岸（⽣駒レ）・鈴⽊（ 㻿） ⾼階（富同）・⽻座（平城N ）

５０歳以上 ⾨地（ GK）・中村（ GK） 細⽥（ N21）・狩⾕（ダイア）

滋賀 3⽉31⽇（⽔） ◯ 滋賀県希望ヶ丘⽂化運動公園 35          140        チーム戦 あおはる（三代・⽥端・浅野・筒井） まぼろし〜！（中島・藤井・宮本・新沼舘）

Ｓ１ 森崎 尚⼦（DRIVE.B.B）・吉村 かすみ（⼀般） 森北 留美（テニスプラザ尼崎)・中⼭ 尚⼦（テニスプラザ尼崎)

Ｓ２ 森⽥ 美樹（⼀般）・ 南 英⾥⾹（TASU-club） ⼭名 かおり（すま離宮TS)・久保 千鶴（すま離宮TS)

Ｓ３ ⼩野 悦⼦（ＪＳクラブ）・ 中川 知恵⼦（ＪＳクラブ） 松本 明⼦（⻄神NTG)・ 鶴本 恭⼦（⻄神NTG)

Ｓ４・Ｓ５ 脇本 郁⼦（⼀般）・畑中 美⾥（⼀般） ⻑安 幹⼦（ロベリア)・植野 恵美（垂⽔スポーツガーデン)

１００歳まで 那須 好（ADVANTAGE）・神庭 利起⼦（on-line） 真⽥ 満代（ひまわり）・塚本 詩世（ガーデングリーン）

１０１歳〜１２０歳 藤原 志のぶ（藤原薬局）・⼩野 千奈（藤原薬局） 森本 葉⼦（ガーデングリーン）・林 直美（ADVANTAGE）

１２１歳〜１４０歳 旗⽥ 道⼦ ( 岡 ⼭ ロ ー ン )・⽯原 房⼦（Ｊ・Ｄ・Ｉ） ⼩野 恵⼦ ( 藤 原 薬 局 )・阪井 典⼦（旭ＬＴＣ）

１４１歳以上 曽根 清⼦（フリー）・藤川 純⼦（チ ェ リ ッ シ ュ） 沼本 千江  ( 千 成 ロ ー ン )・中川 和⼦ ( さ く ら ん ぼ )

チーム戦：Ａクラス ホワイトソックス（柴⽥・飯⽥・⼩林・⼤⽯） 花蝶⾵⽉（⾺⻄・⼩⼭・有⽥・森岡愛）

チーム戦：Ｂクラス ヒマワリ（吉原・前⽥・安倍・加納） オリーブ（⾼砂・⽵内・加藤・上⽥）

島根 5⽉31⽇（⽉） ◯ 松江総合運動公園 9            41          チーム戦 チームあじさい（⽷原・原・豊⽥・柿⽥） GOTOテニス（今⽥・秋⿅・⼭崎・⻘柳・藤原）

⼭⼝ 6⽉15⽇（⽕） ◯ 維新百年記念公園テニス場 24          96          チーム戦  サーブからきゅん（安藤・⾼⽐・横枕・⽥中） I（あい）♥に強請（ねだ）られて（安部・佐々⽊・国⽥・吉⽥）

オープン 藤原（Classy）・三好（ハッピー） 露元（MAXX）・南⾕ （Classy）

ＣＤ 松岡 （ラ・ポーム）・折上 （桜花クラブ） ⽥中（吉野TC）・⼭⽥ （C.Pain）

⾼知 5⽉27⽇（⽊） ◯
⾼知県⽴春野総合運動公園

テニスコート
31          124        チーム戦 グッドラック（岡林・森岡・前⽥・森本） まき餌求め隊（明神・福留・⼤藤・堀川）

佐賀 4⽉26⽇（⽉） ◯
SAGAサンライズパークテニ

スコート
21          42          ⼥⼦ダブルス 津曲 くみ（ ファインヒルズＴＣ）・⿊川 由美⼦（ ファインヒルズＴＣ） 許斐 智美（ TC三⽇⽉）・⼤澤 佳余⼦（ 吉野ヶ⾥クラブ）

Ａクラス 岩⽥ 紀恵美 ( ⽥平ＴＣ ) ・下澤 恵美 ( 佐世保レディース ) 林⽥ 依⼦ ( ＦＡＴＳ )・松本 彩花 ( HEDG )

Ｂクラス ⼭﨑 あけみ ( 諫早スマッシュ ) ・ 津村 ゆりの ( サンリッチ） 阿部 ひとみ ( カトレア )・近藤 英⼦ ( カトレア )

６０歳以上 鐘ヶ江 京⼦ ( 三菱重⼯ ）・ ⽊下 みゆき ( 諫早スマッシュ ) ⽥中 久留美 ( 諫早クラブ ) ・ ⼭⼝ ふで⼦ ( 諫早クラブ )

ＡＢ級 福岡 久美 （Link up）・薬師寺 美恵 （キャマラード） ⽊本 真美 （Elefanta）・尾形 智美（くのいち）

Ｃクラス 脇坂 美喜⼦ （Free Mammy）・内⽥ 光 （Peach100%） 脇坂 美喜⼦（ Free Mammy）・内⽥ 光 （Peach100%）

⼀般 中原 恭⼦（ ＣＨイワキリ ）・本 智美（ ＣＨイワキリ） 真⽥ 伸⼦ （CHイワキリ）・⼤野 奈緒美 （レインボーアスレチックス）

５５歳以上 ⼤⼭ 智⼦（ スマイルテニスラボ）・⼭元 友⼦ （ＣＨイワキリ） 江⼝ 孝⼦（ シーガイアTA）・中⽥ 薫（ MTF）

⿅児島 6⽉3⽇（⽊） ◯ 東開庭球場 19          72          チーム戦 チェリー（榎薗・帖佐・上⽥・永留） 起き上がりこぶし（岩城・上⽥・末永・永村）

沖縄 6⽉19⽇（⼟） 中⽌ 奥武⼭庭球場 -            -            オープン/ビギナー ― ―

計 1,005     2,399     

2021各⽀部優勝・準優勝者

開催⽇予定⽇/実施⽇

⻘森 6⽉9⽇（⽔） ◯ 新⻘森県総合運動公園 34          68          

40          

宮城
11⽉17⽇

（⽔）
◯ シェルコム仙台 庭球場 41          82          

福島 4⽉22⽇（⽊） ◯ いわき平テニスコート 20          

埼⽟

新潟 6⽉3⽇（⽊） ◯ 新潟市庭球場

48          

80          

富⼭ 6⽉23⽇（⽔） ◯ 岩瀬スポーツ公園 24          48          

40          

⽯川 6⽉24⽇（⽊） ◯
⾦沢市営城北市⺠テニスコー

ト
24          

76          

静岡 6⽉18⽇（⾦） ◯ 静岡県草薙総合運動場庭球場 44          120        

三重 4⽉14⽇（⽔） ◯ 三重交通Ｇスポーツ杜 鈴⿅ 38          

192        

奈良 4⽉13⽇（⽕） ◯
県営まほろば健康パーク

テニスコート
66          132        

兵庫
7⽉1⽇

（⽊）・7⽉2
⽇（⾦）

◯ 吉川総合公園 96          

37          

岡⼭ 7⽉7⽇（⽔） ◯ 岡⼭市浦安テニスコート 44          88          

⿃取 7⽉8⽇（⽊） 7⽉15⽇（⽊） どらドラパーク⽶⼦庭球場 9            

50          

徳島 5⽉26⽇（⽔） ◯
⼤神⼦病院しあわせの⾥

テニスセンター
40          80          

⻑崎 9⽉28⽇（⽕） ◯
⻑崎県⽴総合運動公園

テニスコート
25          

25          50          

⼤分 4⽉27⽇（⽕） ◯
豊後企画⼤分駄原テニスコー

ト
31          62          

申請：30⽀部/33会場 → 開催：28⽀部/31会場

宮崎 4⽉18⽇（⽇） ◯ クラブハウス イワキリ


