
支部 開催日 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 ）・藤田 文子（プリンスTC） 安宍 美希（グレイス）・山崎 春香（グレイス）

B級 青山 弘子（チームアニモ）・高橋 裕子（Fine） 加藤 美奈子（STK)・近江 ゆかり（STK)

C級 後藤 貴子（ホワイトエンジェル）・高阪 喜子（ホワイトエンジェル） 松江 香澄（pomme)・野崎 智子（pomme)

オープンクラス 小川 史絵（ダンロップ泉パーク）・阿部 まゆみ（ エムズＴＰ） 足立 温子（ウイニングショット）・助永 美幸(ウイニングショット)

藤田 美加子（ウイニングショット）・大友 真紀（ダンロップ仙台) 平間 久美子（ディアス中山）・小山 佳子（ウイニングショット）

Aクラス 酒井ヨシイ（GASCTT）・永塚清美（ガットTC） 穐本春代（相馬マリンズ）・山田多恵（南相馬TC)

Bクラス 宮澤和子（スマッシュ）・菊地直子（スマッシュ） 小松 真弓（郡山TC）・菅野 眞由美（SMILE88）

オープンクラス 大澤 花菜子（サンク）・高井 夏未（サンク） 萩原 由美子（前ク）・根岸 敦子（ヴィーナス）

ステップアップ 星野 友美（サークルM）・丸山 美紀（ASUKA） 反町 晴美（前レ）・綱島 美音子（前レ）

オープン① 氷帝学園（岩垂 磯部 萩原 柴沼） Poranzy（樋口 佐藤 袋 大井）

オープン② よこしまさん（吉田 岩﨑 中山 横島） チーム C-ute（岸 沖田 野中 田口）

キャリア プリンセス（坂入 星野 行川 青山） エンジェル＆デビル（飯島 平野 山崎 森田）

茨城 7月12日（火） ひたちなか市総合運動公園 25          100         団体戦 ピオキー（佐藤 松本 矢部 矢吹） メイプルラウンド（瀬畑 延岡 竹田 宮崎）

7月14日（木） そうか公園テニスコート 32          64          C級・Ｄ級・わかば 松田 みこ（シード）・丸山 智恵（シード） 須合 千寿子 ( ロイヤルＳＣ）・岸中 由里（クローバー）

7月11日（月） テニスハレ大宮テニスクラブ 32          64          Ｄ級・わかば 中村 美保（プレミアム）・山﨑 美希子（ブルーローズ） 黒田 利枝（ブルーベリー）・栗林 麗子（ブルーベリー）

7月13日（水） 岩鼻運動公園テニスコート 30          60          C級・Ｄ級・わかば 木村 佳代子（ステップアップ）・半田 かほる（ステップアップ） 陶山 みち代（Ｒ.Ｐ.Ｃ）・森田 一 世（Ｒ.Ｐ.Ｃ）

7月6日（水） 川越運動公園 32          64          C級・Ｄ級・わかば 瀬宮 千絵美（はぴねす）・多三 千代（ファイン） 大宮 典 江（テニスランド）・佐々木 千秋（Ｆ）

東京 9月1日（金） 東宝調布スポーツパーク 24          48          初級者・Ⅾ級 松井（プラネッ）・竹中（ひまわり） 矢ケ崎（井の頭）・佐伯（井の頭）

一般 斉藤　由美子（キャンディー）・北條 真弓（ｍ＆ｍ） 梨子下 京子（フェイ）・中野 恵美（ｍ＆ｍ）

55歳以上 堀川 美子（ｍ＆ｍ）・宮澤 松江（佐久ＴＣ） 今井 弘子（えびのこ）・横田 めぐみ（エーデル&バックハンド）

Ａクラス 八木 佐代子（すみれ）・ 桑原 新菜（水原ＴＣ） 岡田 真希子（すみれ）・ 梶原 玲奈（ササキＴＣ）

Ｂクラス 小柳 洋子（ササキ）・ 桜井 士生子（ササキＴＣ）  稲垣 一文（マリーンブルー）・ 桐原 睦美（ＪＳＳジャンボＩＴＳ）

富山 6月22日（水） 岩瀬スポーツ公園 59          親睦会

一般 　小坂 由美子（Ｔフリーク）・山口 香（どんまい） 水本 梨絵（Ｔフリーク）・北川 恵美（チームＳＥＮ）

ダイヤモンド 大谷 淳子 （ D・BLUE  ）・ 今井 陽子 （D・BLUE ） 尚和 真弓（はまなす） ・ 山田 扶美子 （はまなす）

ルビー 有川 洋子（小松クラブ）・呉座　由希子（小松クラブ） 早川 香世子（マグナム）・示野 映子（Ｗｉｔｈ）

Ａクラス 大椙 敦子（ウンノストロベリー）・西村 美幸（グリーンヒル） 信岡 園子（佐鳴台ローン）・猿田 香奈（ブレスガーデン）

ＢＣクラス 坂部 みゆき（富士ＴＣ）・小倉 陽子（富士ＴＣ） 望月 敦子（ウインビレッジ）・瀧 亜矢乃（サンライズ）

団体戦（上） きめ！どんどん（木村 鈴木 千葉 重松） 石原軍団（八木 石原 脇田 吉岡）

団体戦（下） ＳＫ２（渡辺 安田 前田 深澤） スタイルはフリー（小坂 川原 千葉 宮川）

愛知 10月18日（火） 名古屋グリーンテニスクラブ 32          128         団体戦 コンヴィエ（谷口、浅田、木村、北田） PICNIC（岸本、内田、日比、三谷）

岐阜 7月5日（火） 各務原スポーツ広場 32          64          一般 渡辺 美由紀（ 郡上市テニス協会） ・ 服部 佳代子 （ 郡上市テニス協会 ） 加藤 万由弓（ TPOS） ・ 鈴木 聡美 （ 旭ヶ丘TC ）

一般 義基 環（チアーズ）・裏川 理恵（ウオールナッツ） 赤股 裕子（Ｆｒｅｉａ）・村井 洋美（キャロル）

Over５０ 佐藤 知香（ベルディ―）・阿部 洋子（ＴＴＣ） 橋本 由美子（なばなＴＣ）・小野田 由美（ＢＢ．Ｆ）

一般の部 Ｗｉｎｇ（永松 岡野 中村由・山田美） ENRYO（佐藤 大野 高野 伊藤）

55 歳以上の部 ブル～ム！（日高 山代 石原 日下） 千鳥足（松永 髙坂 大石 越前）

Ｓ１ 井上 真己（香枦園）・杉本 祐希（香枦園） 小林 佳子（多田ハイグリーンTC)・古郡 和子（多田ハイグリーンTC）

Ｓ２ 松永 きよみ（コスパ神崎川）・石末 満里（カクテル企画） 奥田 久美子（TC神戸)・西田 亜津佐（TC神戸)

Ｓ３ 松山 みか（阪急仁川TS）・中村 亜貴子（阪急仁川TS） 波多野 英里香（TASU-club)・高田 明香（一般)

Ｓ４・５ 長安 幹子（ロベリア）・片山 直子（サンランドロイヤル） 古瀬 瞳（GR8)・北尾 広子（一般)

Ａクラス 上内（TN-21）・木村（寺小屋） 本間（Splash）・谷本（Splash）

Ｂクラス 曽和（生駒レ）・畑中（YELL） 植田（ＡＮ）・吉田（ＡＮ）

５０歳以上 山﨑（まほろば）・武岡（ダイヤ） 永井（ＴGK）・山口（Ｔラウンジ奈良）

和歌山 9月29日（木） 和歌山市つつじが丘テニスコート 12          48          団体戦 だって同級生なんだもん（松井 澤井 大谷 三井） 順子におまかせ（中村 松井 小川 奥）

１０５歳まで 藤井 孝子（フリ）・平賀 小百合（アクセス） 小野 千奈（藤原薬局）・中村 陽子（藤原薬局）

１４１歳以上 市川 幸恵（チームアミーガ）・尾﨑 たか子（岡山ローン） 沼本 千江子（千成ローン）・中川 和子（さくらんぼ）

１０６歳～１２５歳 荒木 典子（ガーデングリーン）・虫明 弘美（フリー） 石橋 明美（ガーデングリーン）・難波 さゆり（Ｊ・Ｄ・Ｉ）

１２６歳～１４０歳 中川 恵美子(岡山ローン）・宮本 美和子（スプリングス） 藤井 千鳥（岡山ローン）・安井 友子（ADVANTAGE）

鳥取 7月21日（木） どらドラパーク米子庭球場 8            34          団体戦 ここえみ（馬西 小山 森岡 竹内 小山） ここえみ（宮原 大谷 谷口 柴田 宮原 谷口）

島根 5月26日（木） 松江総合運動公園 11          54          団体戦 チームあじさい（柿田 原 豊田 糸原） ＧＯＧＯテニス（秋鹿 今田 青柳 山崎 藤原 税田）

山口 6月14日（火） 維新百年記念公園テニス場 16          64          団体戦 にゃんこボンバーズ（野村 横枕 高比良 安藤） ミニオンズ（石井 横田 藤井 日野村）

一般 今日はてんこ盛り（坂口 森川 千葉 飯森） MIネミョン（松勢 森川 久木山 徳永）

５５歳以上 ４Ｍ（東 城島 前田 永井） ぷりTea party（岡﨑 山内 小野 大西）

オープンクラス 露元 ・南谷 （MAXX・Classy) 中野 ・川淵 　（ガーデン・Classy）

ＣＤクラス 野田・松本　（T.Q.・BLUE IMPACT） 藤田・平井　（スエヒロ）

高知 9月30日（金）
高知県立春野総合運動公園

テニスコート
27          108         団体戦 セ・パ交流せん？（森岡潤 吉村 森岡文 堀川） マドンナ（弘田 峯積 西村 濱川）

佐賀 4月27日（水）
SAGAサンライズパークテニス

コート
20          40          オープンクラス 石橋（るるレモン）・菊地（るるレモン） 金原（グラスコート佐賀）・許斐（TC三日月

一般  岩田 紀恵美(田平TC)・下澤 恵美(佐世保レディース) 山口 由加里 (あんにょん)・平田 さやか (サンリッチ)

60歳以上の部 齋藤 みゆき(三菱重工) ・山下 明美 (諫早クラブ) 峰 洋子 (ショコラ)・岡田智子 (あすなろ)

70歳以上の部 井上 美寿子 (つつじが丘)・原田 京子 (小江原NT) 板倉 ナツヱ (諫早クラブ)・青山 和子 (諫早クラブ)

Ａ Ｂ級 薬師寺美恵(キャマラード）・福岡 久美 (Link up） 水 木 碧（Peach100%）・冨 久 あ さ み（Free Mammy）

Ｃ級 眞名子 奈美(Ablaze）・後藤 百代 (Peach100%） 岡村 裕美（Ablaze）・小林 瞳（Peach100%）

一般 原田 優江（TEAM HARIS）・江藤 佳織（串かつ 五十六） 池田 朋美（公立SNTC）・三浦 美和（アニキの会）

５５歳以上 大山 智子（C.フォレスト）・森 賛喜（TEAM P’ｓ） 三隅 由美（C.フォレスト）・井上 伊久美（C.フォレスト）

鹿児島 6月1日（水） 東開庭球場 31          62          女子ダブルス 吉川 珠恵（鹿屋KK）・中村 美保子（鹿屋KK） 松野下 祥子（ 枕崎女子）・池上 直子（枕崎女子）

オープンクラス 新本 樹奈（沖縄海邦銀行）・大津 あかり（フリー） 平良 栞奈（南西海運）・下地 奈奈（りゅうせき）

ビギナークラス 玉寄 紀子（ケンテニ）・石原 陽子（BCテニスクラブ） 嘉陽田 亜耶美（あっちゃんず軍団）・田路 浩子（（あっちゃんず軍団）

計 1,231      3,022      
21開催：28支部/31会場 → '22開催：33

支部/36会場

58          

208         

50          

29          

岡山市浦安テニスコート

長崎県立総合運動公園

テニスコート

100         

72          

宮崎 4月17日（日） クラブハウス イワキリ 24          48          

74          

70          140         

漫湖市民庭球場 37          

大神子病院しあわせの里

テニスセンター

2022各支部優勝・準優勝者

埼玉

新青森県総合運動公園 30          60          

いわき平テニスコート

シェルコムせんだい 庭球場 ・

泉総合運動場 泉庭球場
48          96          

4月21日（木）

群馬 6月13日（月）、15日（水） 前橋総合運動公園 73          146         

青森

21          42          

36          72          

6月23日（木）

6月22日（水）

福島

宮城 11月21日（月）、22日（火）

長野 南長野運動公園

新潟市庭球場

6月29日（水）

石川

新潟 6月2日（木） 46          92          

38          76          

栃木 11月9日（水） 栃木県総合運動公園 39          156         

48          96          

34          141         

82          

36          

41          

122         

80          20          愛媛 9月28日（水）

豊後企画大分駄原テニスコート

6月19日（日）沖縄

県営まほろば健康パーク

テニスコート

吉川総合公園

滋賀県希望ヶ丘文化運動公園

松山中央公園

https://www.jltftoyama.jp/kekka22/prince.pdf　参照

大分

6月17日（金） 静岡県草薙総合運動場庭球場 43          

4月26日（火）

104         

奈良 4月12日（火）

静岡

三重交通Ｇスポーツ杜 鈴鹿

徳島 5月25日（水）

7月6日（水）

6月30日（木）、7月1日（金）兵庫

4月13日（水）三重

金沢市営城北市民テニスコート

滋賀 3月31日（木）

岡山

長崎 9月27日（水）

https://www.jltftoyama.jp/kekka22/prince.pdf　参照
https://www.jltftoyama.jp/kekka22/prince.pdf　参照

