
平成１５年度 クラブ対抗テニス大会

男子Aクラス

黒坂春尚 CHイワキリ 伊東   隆 ファイナル 山西浩司 ティファニー 辻松寛樹 ルネサンス
三枝哲也 CHイワキリ 川越貴浩 ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ 野々下弘樹 ティファニー 本田充生 ルネサンス
高橋功多 CHイワキリ 永富一之 ジオテック 槙  英俊 ティファニー 松本直樹 ルネサンス
新増健一 CHイワキリ 植村祐司 ファイナル 木崎真司 サンタハウス 新谷一郎 ルネサンス
斎藤国弘 CHイワキリ 高田信史 ファイナル 鹿島恵一 ティファニー 後藤洋二郎 ルネサンス

三好   学 ジオテック 松浦一郎 ファイナル 佐々木学 ルネサンス
伊藤亨祐 宮大

男子Bクラス

西林   航 妻高校 宮田澄男 旭化成TC 佐々木達郎 サンシャイン 垂水  透 シーガイア
児玉青樹 妻高校 岩男満年 旭化成TC 松田丈正 サンシャイン 橋田誠一 シーガイア
長谷川勇希 妻高校 金子晴亮 旭化成TC 後藤信一 サンシャイン 野辺信勝 シーガイア
金丸勇弥 妻高校 矢吹裕二 旭化成TC 海保   寛 サンシャイン 柚木崎森義 シーガイア
図師裕也 妻高校 今井啓二 旭化成TC 長友邦彦 サンシャイン 河野   弘 シーガイア

黒木好夫 新田TC 矢田佳嵩 鵬翔 斎藤孝正 日向学院 長丸省治 都城市役所
富田   豊 シーガイア 籾木翔太郎 鵬翔 土屋茂幸 日向学院 井料田圭作 都城市役所
坂田純一郎 シーガイア 郡司大祐 鵬翔 黒木重貴 日向学院 赤池和也 都城市役所
甲斐敬基 シーガイア 斎藤卓郎 鵬翔 上村祐介 日向学院 亀田省一 都城市役所
太田順三 新田TC 安藤慎之介 日向学院 佐藤   光 日向学院 竹之内裕史 都城市役所

曽根正幸 ジオテック 園田育功 ジオテック 弓削俊夫 都城ローン 久保田恵三 Ｄ－Ｔ－Ｌ
松下幹夫 ジオテック 押川幹男 ジオテック 森   　弘 都城ローン 那須紘之 Ｄ－Ｔ－Ｌ
矢崎成俊 ジオテック 原田　宏 ジオテック 宮ヶ迫浩二 都城ローン 大部薗一彦 Ｄ－Ｔ－Ｌ
デン・ガン ジオテック 安部浩太郎 ジオテック 頴川　司 加納ZTC 森川慎也 Ｄ－Ｔ－Ｌ
池田一志 ジオテック 長友邦彦 ジオテック 鎌田勝久 九電クラブ 長友孝朗 Ｄ－Ｔ－Ｌ
谷口和隆 カリヨン 太田義信 スウィング 西　 健一 都城ローン 三枝大樹 Ｄ－Ｔ－Ｌ

小野茂和 宮大 細田米一郎 シーガイア 木田晶俊 ダンデライオン 野口芳秀 ファイナル
岩下圭一 宮大 甲斐秀雄 シーガイア 岸村   保 ダンデライオン 田中秀樹 ファイナル
増田晋一郎 宮大 西村直樹 シーガイア 杉尾 　守 ダンデライオン 水尾訓和 ファイナル
佐藤圭吾 宮大 宇野准二 シーガイア 竹永宏史 ダンデライオン 中林久直 ファイナル
吉永周平 宮大 宇都宮　浩 シーガイア 長友 　悟 ルネサンス 吉松   剛 ファイナル
垂水宏太 宮大 串間義孝 シーガイア 岩永貴宏 ダンデライオン 小松平内 リザーブ

大井手智樹 宮崎第一高校 井上一裕 ファイナル

小野真一 磯 根井俊輔 ＭＤクラブ 山崎和幸 ルネサンス
岩元哲司 磯 中原則光 ＭＤクラブ 松村房夫 ルネサンス
佐竹且弘 磯 中尾元栄 ＭＤクラブ 村永   隆 ルネサンス
本   輝幸 磯 土持和彦 ＭＤクラブ 一安則幸 ルネサンス
水元智弘 磯 郡司武俊 ＭＤクラブ 永山勝宏 ルネサンス
甲斐久裕 磯 野村賢介 ＭＤクラブ
松葉   勲 磯 上窪高志 ＭＤクラブ
湯地克仁 磯 井上浩一郎 ＭＤクラブ

ウォリアーズ ファイナルＭＢ

ZodiacＭＤクラブ

Ｔｅａｍ ティファニーイワキリ夜間部 ファイナルＭＡ ルネサンス

妻高校A 旭化成TC 熊野君

ダンデライオン

チーム磯の波へぇ

スーパーハシダ

てにすくらっち

５・ウイング 鵬翔 日向学院 都城市役所

ジオテックＡ ジオテックＢ 霧島ぼんち 大花火
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男子Cクラス

今井勇輔 妻高校 壱岐陽介 妻高校 大藤泰弘 シーガイア 神家克志 シリウス

山田隆之 妻高校 緒方一雅 妻高校 中村俊朗 ルネサンス 加藤祐一 シリウス

田之上講平 妻高校 橋口朋倫 妻高校 山内健司 ルネサンス 田実倫幸 シリウス

宮永翔一 妻高校 日高竜也 妻高校 南   正弘 ルネサンス 江藤孝秀 シリウス

藤田和寿 妻高校 押川博亮 妻高校 元   保郎 ルネサンス 鵜飼剛啓 シリウス

河野保彦 ルネサンス 田中道一 シリウス

鶴崎   修 シリウス

木村英二 宮崎大宮高校

沖   雅人 わかば 田古里 勤 わかば

沖   剛光 わかば 浅海秀記 わかば

児玉裕也 わかば 中村秀和 わかば

中窪信二 わかば 中窪  強 わかば

西山有一 わかば 石川敬也 わかば

石坂勇一郎 わかば 大迫   朗 わかば

花立喜照 わかば 大迫   宏 わかば

高野宏昭 わかば 冨永則充 わかば

女子Aクラス

野村道子 ファイナル 中山義子 新富TC 石井順子 宮庭クラブ 岡田伸子 HIRO.L

三隅由美 ファイナル 岩坂浩代 新富TC 河野明美 宮庭クラブ 山元友子 CHイワキリ

吉岡千帆 ファイナル 水間千尋 新富TC 小松美智子 宮庭クラブ 垂水知代子 HIRO.L

長野理恵 ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ 岩坂美希 新富TC 河野礼子 ファイナル 岩切啓子 HIRO.L

廣重優香 ファイナル 郡司佳菜 新富TC 泉   玲子 新富TC 鬼塚博子 宮崎商業

荒川恵子 宮庭クラブ

鈴木美代子 ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ 今村千穂美 CHイワキリ

安藤由子 ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ 坂本智子 CHイワキリ

山下真理子 シーガイア 高橋貴子 CHイワキリ

中野真理 Dias Dea 黒岩千佳 日南TC

藤田恭代 Dias Dea 大久保こずえ CHイワキリ

桑山祐子 CHイワキリ

村上仁美 CHイワキリ

わかばＡ わかばＢ

妻高校B 妻高校C シリウス

宮商同級生？

よせなべチーム

デビュー

ラブストーン

新富テニスクラブ

イワキリ ねぇーね

宮庭クラブ
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女子Bクラス

外薗奈美洋 Rena 中村方紀 リザーブ 日高優子 リザーブ 河野節子 OMIYA

小川千代子 Rena 長田涼子 リザーブ 鹿窪千代 リザーブ 中山るみ HIRO.L

塚尾真由美 Rena 服部千草 リザーブ 郡山久美子 リザーブ 小畑昭子 HIRO.L

本村和子 小林ＴＣ 甲斐仁子 リザーブ 杉本加代子 リザーブ 益留幹子 HIRO.L

大野広美 ファイナル 木佐貫佳澄 リザーブ 中別府文代 リザーブ 矢野芳子 延岡ロイヤル

志方桂子 リザーブ

宮永洋子 飛江田GT 佐々木英子 サンシャイン 大久保みどり リザーブ 下田和代 シーガイア

井上久美子 飛江田GT 豊田久美子 サンシャイン 押川美紀 ルネサンス 道本律子 シーガイア

津曲春美 飛江田GT 平田貴子 サンシャイン 谷口信子 ルネサンス 恒吉理恵 シーガイア

松本知恵子 飛江田GT 壱岐留美子 サンシャイン 杉田信子 ファイナル 和田順子 シーガイア

近間郁子 シーガイア 田丸和江 サンシャイン 谷口佳子 串間クラブ 西嶋恵子 シーガイア

矢野明子 ファイナル 下室幸子 シーガイア 管   鈴香 シーガイア 日高由美 妻高校

山路みつこ ファイナル 今村直美 ルネサンス 宇都宮富美子 シーガイア 橋口彩音 妻高校

田口美保 ファイナル 日高   瞳 ルネサンス 宇野康子 シーガイア 日高春華 妻高校

中村いづみ ファイナル 赤崎いずみ ルネサンス 黒木恵美子 シーガイア 椎葉裕紀 妻高校

渡辺亜里沙 ファイナル 黒木   薫 ルネサンス 鈴木啓子 シーガイア 黒木彩加 妻高校

奥野智子 ファイナル 亀崎美恵子 ルネサンス 中井さおり シーガイア 黒木ゆめみ 妻高校

本部智保 ダンデライオン

宮永朋美 ルネサンス

井上由美 ダンデライオン

丸野佳子 ダンデライオン

大井手美香 ダンデライオン

山口由子 ダンデライオン

佐藤雅子 ダンデライオン

川崎美智代 ダンデライオン

妻高校ウォリアーズ ・Ｌ

フォーティサーテ

すらっと．レディ

ダンデライオン

Rena

ファイナルB熊野チャン飛江田GT

ファイナルＬ Zodiac

ひまわり ベストフレンド


