
フリガナ 氏名 有効期限 所属団体

Bohne Kelly Bohne　Kelly 2022年11月20日

Michiko Anderson Michiko Anderson 2022年11月20日

ｱｵｷ　ｼﾞｭﾝ 青木　潤 2023年3月19日 SSS

ｱｵｷ　ﾏｷｺ 青木　真希子 2023年2月20日 SSS

ｱｶﾊﾞ ﾄｼｵ 赤羽  利夫 2023年2月19日 DOWNTHELINE

ｱｶﾐﾈ　ｲｻｵ 赤嶺　勲 2022年11月2日 フリー

ｱｶﾐﾈ　ｻｵﾘ 赤嶺 沙織 2022年11月20日 ＲＭ

ｱｶﾐﾈ　ｻｸﾗ 赤嶺　桜 2022年11月21日 沖縄国際大学

ｱｶﾐﾈ　ﾘｷ 赤嶺　力 2023年2月22日 TTT

ｱｶﾞﾘｴ　ﾀｶﾔ 東江　隆弥 2022年6月20日 東江電気

ｱｷﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｺ 秋山　純子 2022年11月21日 FINE

ｱｹﾞﾅ ｼﾞｭﾝｺ 安慶名  淳子 2022年11月21日 ＴＣμ

ｱｻﾄ　ｴﾘｺ 安里　恵理子 2022年11月20日 TCµ

ｱｻﾄ　ﾁﾊﾙ 安里　千春 2022年11月21日 テニス教室

ｱｻﾄ ﾋﾛﾐ 安里  広美 2022年11月21日 ＴＣＷｅ

ｱｻﾄ　ﾏﾅﾌﾞ 安里　学 2022年10月21日

ｱｻﾞﾏ ｽﾐｺ 安座間  澄子 2022年11月20日 北谷スポーツセンター

ｱｻﾞﾏ　ﾂﾖｼ 安座間　剛 2023年2月19日 リターンエース

ｱｼﾄﾐ　ﾁｮｳｼﾞｭﾝ 安次富　長純 2023年3月19日

ｱｼﾐﾈ　ﾕｳｷ 安次嶺　優紀 2023年2月19日 テニスラウンジ糸満

ｱｽﾞﾏ　ﾋﾃﾞﾀｶ 東　秀隆 2023年4月16日 高カロリーズ

ｱﾆﾔ　ﾏｻｷ 安仁屋　政芸 2023年3月19日 ガチンコ

ｱﾊｺﾞﾝ　ｽｸﾞﾙ 阿波根　優 2023年2月21日 チームわくがわ

ｱﾊｺﾞﾝ　ﾐﾉ 阿波根　美乃 2022年6月20日 マイペース

ｱﾊﾚﾝ ｼｵﾘ 阿波連　詩織 2023年2月22日 ELHWYE

ｱﾊﾚﾝ ﾐﾂﾋﾛ 阿波連　みつひろ 2022年10月16日 かりゆしテニス

ｱﾗｲ　ｻｵﾘ 新井　左織 2023年3月16日 NexusTC

ｱﾗｶｷ　ｱｲ 新垣　愛 2023年3月19日 STCR

ｱﾗｶｷ ｱｷﾗ 新垣  晃 2022年12月1日 テニス教室

ｱﾗｶｷ　ｷﾐｺ 新垣　貴実子 2022年11月21日 Rask

ｱﾗｶｷ　ﾄｼﾛｳ 新垣　寿郎 2023年3月19日

ｱﾗｶｷ ﾋﾃﾞｺ 新垣  秀子 2023年3月19日 月夜会

ｱﾗｶｷ ﾓﾘｶﾂ 新垣  盛勝 2022年10月17日 首里森TC

ｱﾗｶｷ　ﾕﾘﾉ 新垣　由梨乃 2023年4月17日 MOVE

ｱﾗｶﾜ　ｷﾐｺ 新川　貴美子 2023年3月20日 BTC

ｱﾗｻｷ　ｶﾅｺ 新崎　華奈子 2022年11月21日 ケンテニ

ｱﾗｼﾛ ｵｻﾑ 新城  治 2022年10月19日 県庁テニスクラブ

ｱﾗｼﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新城  淳一 2023年4月6日 首里森TC

ｱﾘﾒ ﾐｴｺ 有銘  美枝子 2022年11月21日 BlackCats

ｲｶﾞ　ﾏｻﾋﾛ 伊川　正啓 2023年3月19日 TCI

ｲｸ　ﾕｳﾏ 郁　雄真 2023年3月19日 ペコちゃんズ

ｲｹﾞｲ　ﾀｸｼﾞ 伊芸　卓司 2023年3月19日 うるまﾀﾞﾝﾃﾞｨｰもどき

ｲｹｸﾞﾁ　ﾄﾓﾕｷ 池口　智幸 2023年2月19日 マイペース

ｲｹｸﾞﾁ　ﾏｲｺ 池口　真衣子 2022年11月20日 マイペース

ｲｹﾀﾞ ｱｻﾋ 池田　朝日 2022年10月16日 NexusTC

ｲｹﾊﾗ　ｶﾅ 池原　佳那 2023年2月19日

ｲｹﾊﾗ　ｻﾄﾙ 池原　悟 2023年3月19日 うるまダンディーもどき

ｲｹﾐﾔｷﾞ　ｹｲﾀ 池宮城　圭太 2023年3月19日 沖大

ｲｹﾑﾗ　ｸﾐｺ 池村　久美子 2023年4月8日 教室

ｲｹﾑﾗ　ｺｳﾍｲ 池村　恒平 2023年3月19日 DOWNTHELINE

ｲｹﾑﾗ　ﾌｼﾞｵ 池村　冨士夫 2022年10月16日 TCμ

ｲｻ　ｱｷﾄﾓ 伊佐　彰友 2022年10月16日 OTK

ｲｻ　ｱﾕﾐ 伊佐　あゆみ 2022年11月20日

ｲｻ ｼﾝﾔ 伊佐  真也 2023年2月19日 ＨＥＭＴＥＣ

ｲｻ　ﾄｼｷ 伊佐　敏紀 2023年2月22日 TCI

ｲｻﾞﾜ　ｼﾝｺﾞ 伊沢　伸悟 2022年10月20日 ＢＣテニスクラブ

ｲｼｲ　ﾀｶｱｷ 石井　孝明 2022年10月17日 MRS

ｲｼｲ　ﾒｸﾞﾙ 石井　周 2023年3月19日 六期会



ｲｼｶﾞｷ ﾄﾐｺ 石垣  富子 2023年3月20日 チームGOLD

ｲｼｶﾜ　ｱﾂｷ 石川　温貴 2022年10月16日

ｲｼｶﾜ　ﾀｲｼ 石川　太志 2023年3月19日 YKCT

ｲｼｶﾜ　ﾉｿﾞﾐ 石川　希 2022年11月20日 はにんす

ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 石川  雄一郎 2023年2月19日

ｲｼｷ　ｺｳｼｭﾝ 伊敷　弘俊 2023年3月19日 にこにこテニスクラブ

ｲｼｷ　ﾋﾛｱｷ 伊敷　弘明 2023年3月19日 にこにこテニスクラブ

ｲｼﾊﾗ　ｶﾂｱｷ 石原　克昭 2022年10月16日

ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｺ 石原  トモ子 2022年11月21日 チームジェニファー

ｲｼﾊﾗ ﾖｳｺ 石原  陽子 2022年11月20日 ＢＣテニスクラブ

ｲｼﾑﾗ　ﾕｷﾁｶ 石村　幸慎 2023年2月20日

ｲｽﾞﾐ　ﾋﾛｷ 泉　宏樹 2023年4月5日 TCμ

ｲｾﾞﾅ　ｼﾝﾉｽｹ 伊是名　信之介 2022年10月16日 OTK

ｲﾁﾉ　ﾃﾙﾕｷ 市野　皓之 2022年10月16日 MRS

ｲﾃﾞｲ ﾜﾀﾙ 出井  航 2022年11月5日 チームSHINYA

ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 井藤  京子 2022年11月20日 A's FACTORY

ｲﾄｳ　ﾀﾞｲｻｸ 伊藤　大作 2023年3月19日 OBCO

ｲﾄｳ　ﾁｵﾘ 伊藤　ちおり 2022年11月20日 ファイン

ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 伊藤  信広 2022年11月5日 ぷらす

ｲﾄｳ　ﾐﾉﾙ 伊藤　稔 2022年10月16日 かりゆしテニス

ｲﾄｳ　ﾔｽﾋﾛ 伊藤　康浩 2023年4月17日

ｲﾅﾀﾞ　ｴﾘｶ 稲田　江里香 2023年2月22日

ｲﾅﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ 稲田　英樹 2023年2月19日 フリー

ｲﾅﾌｸ ﾃﾂﾔ 稲福  徹也 2023年3月19日 ｸﾞﾛﾘｵｻ

ｲﾅﾌｸ　ﾏｲｺ 稲福　麻衣子 2022年11月21日 グロリオサ

ｲﾊ　ﾐｶｺ 伊波　実花子 2022年11月20日

ｲﾊ　ﾐﾎ 伊波　美穂 2022年11月21日 ＴＲＹ

ｲﾊ　ﾕｷﾋﾛ 伊波　幸広 2023年3月18日 NexusTC

ｲﾊ ﾘﾂｺ 伊波  律子 2022年11月21日 ウッディーズ

ｲﾗﾐﾅ　ﾐﾁｴ 伊良皆　美智枝 2022年11月22日 クラウディ

ｲﾘｳﾍﾞ　ﾂｶｻ 入宇部　司 2023年4月16日 マース屋テニスクラブ

ｲﾜﾀ　ｺｳｷ 岩田　浩輝 2023年2月22日 沖縄ｲﾘｮｳｰｻｰﾋﾞｽ

ｲﾜﾅｶﾞ　ﾌﾐﾋﾛ 岩永　文博 2023年4月16日 マース屋テニスクラブ

ｳｴｽﾞ ｱｷﾗ 上江洲  章 2023年4月7日 那覇タートル

ｳｴｽﾞ ﾊﾂｴ 上江洲  初枝 2022年11月19日 ぷらす

ｳｴﾁ　ﾌｳｺ 上地　楓子 2023年2月19日

ｳｴﾉ　ｹﾝﾀ 上野　健太 2022年10月16日 県庁テニスクラブ

ｳｴﾊﾗ　ｱｶﾘ 上原　あかり 2023年2月19日

ｳｴﾊﾗ　ｶｽﾞｵ 上原　一夫 2023年4月8日 テニス教室

ｳｴﾊﾗ　ｶｽﾞﾋﾄ 上原　一仁 2023年3月19日 OBCO

ｳｴﾊﾗ　ｼﾉﾌﾞ 上原　しのぶ 2022年11月20日 チャンス

ｳｴﾊﾗ　ｼｭｳｲﾁ 上原　修一 2023年4月7日 テニス教室

ｳｴﾊﾗ　ｼﾝﾔ 上原　慎也 2023年2月19日

ｳｴﾊﾗ　ﾄﾓｺ 上原　智子 2022年6月19日 あっちゃんず軍団

ｳｴﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 上原  紀幸 2023年3月19日 ガチンコ

ｳｴﾊﾗ　ﾋﾃﾞｷ 上原　秀樹 2022年6月20日

ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 上原  博行 2022年10月20日 テニス教室

ｳｴﾊﾗ　ﾐｴｺ 上原　美恵子 2023年4月7日 テニス教室

ｳｴﾊﾗ　ﾕｳｺ 上原　祐子 2022年11月21日 西原早起き会

ｳｴﾊﾗ ﾘｴ 上原  理絵 2022年11月20日 FIVEFANTASISTA

ｳｴﾏ ｷﾐｺ 上間  記美子 2022年11月21日 YYﾃﾆｽ

ｳｴﾏ　ﾏｻﾋｺ 上間　正彦 2022年10月17日 TEAM ASA-TENI

ｳｫｰﾚﾝ　ﾏﾘｺ ｳｫｰﾚﾝ　真理子 2022年11月21日

ｳｻﾞ　ｹｲﾀ 宇座　圭太 2022年10月19日 沖縄国際大学

ｳﾁﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 内山　隼 2022年10月16日 航空局

ｳﾂﾞﾉ　ﾀﾂﾐ 宇津野　達巳 2022年10月16日 ＳＳＳ

ｳﾒｷ　ﾄｼﾊﾙ 梅木　寿治 2023年3月20日 STCR

ｳﾗ　ｶﾔﾉ 宇良　かやの 2022年11月21日 ＹＫＣＴ

ｳﾗｻｷ　ﾅｵﾉｽｹ 浦崎　直之翼 2023年4月16日 友テニ



ｳﾗｻｷ　ﾕｲｺ 浦崎　結子 2023年2月19日

ｳﾗｿｴ ﾄﾓﾉﾘ 浦添  朝紀 2023年2月22日 毎日ＴＣ

ｳﾝﾃﾝ　ﾏｻﾉﾘ 運天　政則 2023年2月19日

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 遠藤  聡志 2023年3月19日 TRY

ｵｲｶﾜ　ﾀｸﾛｳ 及川　卓郎 2023年4月16日 Nexus TC

ｵｲｶﾜ　ﾄｼｺ 及川　敏子 2023年4月16日 NexusTC

ｵｵｷﾞﾐ　ﾄﾓﾋﾛ 大宜見　朝博 2022年10月19日 沖縄電力

ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾐ 大嶋  弘美 2022年11月21日 いちごクラブ

ｵｵｼﾏ　ﾘｭｳﾀ 大島　竜太 2022年10月21日 MRS

ｵｵｼﾛ ｱｹﾐ 大城  明美 2022年12月11日 ＴＣμ

ｵｵｼﾛ　ｱﾔﾉ 大城　文乃 2023年3月17日 NexusTC

ｵｵｼﾛ　ｱﾕﾐ 大城　あゆみ 2023年2月19日

ｵｵｼﾛ　ｹﾝ 大城　健 2022年10月16日

ｵｵｼﾛ　ｺｳﾀ 大城　弘太 2023年4月16日 友テニ

ｵｵｼﾛ　ｻﾜｺ 大城　佐和子 2023年3月19日 ATC

ｵｵｼﾛ　ｼｮｳﾍｲ 大城　祥平 2022年10月16日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ｵｵｼﾛ　ｾｲﾔ 大城　盛弥 2022年10月16日 ちゅうざん病院

ｵｵｼﾛ　ﾁﾄｾ 大城　ちとせ 2023年4月16日 次男連合

ｵｵｼﾛ　ﾃﾂﾔ 大城　徹也 2023年3月20日 Nexus ＴＣ

ｵｵｼﾛ ﾄﾖｺ 大城  トヨ子 2022年11月21日 アップルTC

ｵｵｼﾛ　ﾋﾄﾐ 大城　人美 2023年2月19日 チームわくがわ

ｵｵｼﾛ　ﾏｻﾖｼ 大城　正義 2023年4月16日

ｵｵｼﾛ　ﾐｻﾄ 大城　美里 2022年11月20日 ゆいまーるTC

ｵｵｼﾛ ﾘｮｳﾀ 大城  良太 2023年3月20日 betelgeuse

ｵｵﾀ　ｱｲｲﾁﾛｳ 太田　愛一朗 2022年10月16日 テニス教室

ｵｵﾀ ｶｵﾘ 太田  かおり 2022年11月20日 ＴＣμ

ｵｵﾀｶ ﾄﾓｺ 大嵩  智子 2022年11月21日 サンテニス

ｵｵﾂｶ　ﾅｵｱｷ 大塚　直亮 2023年2月19日 リターンエース

ｵｵﾆｼ　ｾｲｼﾞ 大西　誠司 2022年6月19日 TCμ

ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾉﾌﾞ 大嶺  政信 2023年3月20日

ｵｵﾑﾗ　ﾅｵｷ 大村　直毅 2022年10月16日

ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 大村  浩三 2023年4月16日 朝練クラブ

ｵｵﾔ　ｶｽﾞﾔ 大屋　一哉 2023年4月16日 琉球大学

ｵｵﾔﾏ　ｾｲﾔ 大山　晴也 2023年4月16日 友テニ

ｵｵﾔﾏ　ﾀｶｱｷ 大山　剛明 2023年3月19日 OBCO

ｵｵﾔﾏ　ﾐﾈﾀｶ 大山　峰貴 2023年4月16日

ｵｵﾔﾏ　ﾔｽﾋﾛ 大山　康博 2023年3月19日

ｵｵﾔﾏ　ﾘｮｳﾔ 大山　凌弥 2022年10月17日 OTK

ｵｵﾜﾝ ﾄﾓｱｷ 大湾  朝明 2022年6月20日 HEMTEC

ｵｶｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 岡崎  真由美 2022年11月21日 ＧＯ２

ｵｶﾉ　ﾐｽﾞｷ 岡野　光稀 2023年2月19日 日本郵政

ｵｶﾞﾜ　ｱｷﾗ 小川　顕 2022年10月20日

ｵｸﾊﾏ ｼﾝｲﾁ 奥濱  真一 2023年3月22日 SSS

ｵｸﾊﾏ　ﾋﾄｼ 奥濱　仁 2023年3月19日

ｵｸﾊﾗ　ｻﾄｼ 奥原　聡 2023年4月16日 focus

ｵｸﾊﾗ ﾐﾅｺ 奥原  美奈子 2022年11月20日 クラウディ

ｵｸﾋﾗ　ﾋﾋﾞｷ 奥平　響 2023年2月22日 J1

ｵｻﾞｷ　ｼｭﾝﾀ 尾崎　俊太 2022年10月16日 MRS

ｵｼﾞｵ　ﾀﾞｲｷ 小塩　大樹 2022年10月17日 MRS

ｵｼﾞﾘ ﾘｴｺ 尾尻　理絵子 2022年11月20日 ヤバメーン

ｵﾔｶﾜ　ﾕｷｺ 親川　由紀子 2023年2月20日 首里森

ｵﾔﾄﾞﾏﾘ　ﾌﾐﾖ 親泊　史代 2022年11月20日 琉信ハウジング

ｵﾔﾌｿ ｴｲｼﾞ 親富祖  英二 2023年4月17日 朝練クラブ

ｵﾛｸ　ﾄｵﾙ 小禄　了 2023年2月19日 ST７

ｵﾝﾀﾞ　ﾏﾕﾐ 恩田　眞弓 2022年11月20日 Honey's

ｵﾝﾅ　ｼﾝﾉｽｹ 恩納　親之助 2023年3月19日

ｶｶｽﾞ ｱｻｺ 嘉数  朝子 2022年11月21日 那覇ローン

ｶｶｽﾞ ﾐﾂﾖ 嘉数  三代 2023年3月19日 チームＫ

ｶｶｽﾞ ﾖｼﾉﾘ 嘉数  好規 2022年10月21日 チームK



ｶｶｽﾞ ﾖｼﾊﾙ 嘉数  義治 2022年6月19日 チーム石川

ｶｷﾉﾊﾅ ｼｭｳｺ 垣花　修子 2022年11月21日 ＴＲＹ

ｶｷﾉﾊﾅ ﾔｽｺ 垣花  保子 2080年2月20日 那覇ローン

ｶﾞｷﾔ　ｱｶﾈ 我喜屋　茜 2022年11月20日 FIVEFANTASISTA

ｶﾞｼﾞｬ　ﾅｵﾐ 我謝　直美 2022年11月21日

ｶﾂﾚﾝ ｻﾄｺ 勝連  智子 2022年11月21日 ふぁにーず

ｶﾃﾞｶﾜ ﾄｵﾙ 嘉手川  亨 2022年10月17日 ＴＴＴ

ｶﾄｸ　ｱﾂｼ 可徳　篤志 2023年4月5日 TeamSeisei

ｶﾞﾅﾊ ﾀｶﾄ 我那覇　隆都 2022年10月16日 チームK

ｶﾞﾅﾊ　ﾐﾅﾐ 我那覇　みなみ 2022年11月21日 FIVEFANTASISTA

ｶﾞﾅﾊ ﾕｷｺ 我那覇  由喜子 2022年11月21日

ｶﾞﾅﾊ　ﾘｮｳ 我那覇　亮 2023年4月16日 SODT

ｶﾈｼ　ﾘｭｳｽｹ 兼次　竜佑 2022年10月19日 日本郵便（株）

ｶﾏﾀ　ﾐﾅｺ 鎌田　美奈子 2023年2月22日 ｆｒｅｅｄｏｍ

ｶﾐｻﾞﾄ　ｱｷﾗ 神里　明 2022年10月22日 HTJ

ｶﾐｻﾞﾄ　ｶﾅﾒ 神里　要 2022年6月20日 TCμ

ｶﾐｻﾞﾄ　ﾔｴｺ 神里　八重子 2022年11月21日 HTJ

ｶﾐｻﾞﾄ　ﾘｷ 神里　力 2022年6月19日 テニスラウンジ糸満

ｶﾐﾀﾞ　ｶｵﾙ 嘉味田　薫 2022年11月21日 電力ＴＣ

ｶﾐﾔ ﾀﾓﾂ 神谷  保 2023年2月22日 ウッディーズ

ｶﾐﾔ ﾕｳﾅ 神谷  由奈 2022年11月21日

ｶﾐﾔﾏ　ﾐｶ 神山　美佳 2022年12月7日 マイペース

ｶﾒｻｷ　ﾀﾞｲｷ 亀崎　大樹 2023年4月16日 友テニ

ｶﾒｻﾞｷ　ﾀﾞｲｷ 亀崎　大樹 2023年2月19日

ｶﾖｳ　ﾄﾓｷ 嘉陽　朝己 2023年3月19日

ｶﾖｳ ﾉﾘｺ 嘉陽  則子 2022年11月21日 ちむちむ

ｶﾖｳﾀﾞ　ｱﾔﾐ 嘉陽田　亜耶美 2080年3月20日 あっちゃんず軍団

ｶﾖｳﾀﾞ　ﾄﾓﾕｷ 嘉陽田　朝之 2023年2月19日 あっちゃんず軍団

ｶﾘﾏﾀ　ｶﾅﾒ 狩俣　要 2023年2月19日

ｶﾘﾏﾀ　ﾐｻｴ 狩俣　美佐江 2023年2月20日 ＴＴＴ

ｶﾜｶﾂ　ｶｵﾘ 川勝　かおり 2022年6月19日

ｶﾜｶﾂ　ﾀﾀﾞｼ 川勝　忠 2023年4月17日 ウッディーズ

ｶﾜｶﾐ ｵﾘｴ 川上  おりえ 2023年2月19日 若狭ＴＣ

ｶﾜｶﾐ ｹｲｺ 川上  恵子 2022年11月5日 テニス教室

ｶﾜｶﾐ　ﾀｶﾖ 川上　誉世 2022年6月19日 Ｒａｓｋ

ｶﾜｶﾐ　ﾐﾂｵ 川上　光男 2023年4月6日 県庁テニスクラブ

ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 川上  義博 2022年11月5日 テニス教室

ｶﾜｸﾞﾁ　ｼﾎ 川口　志保 2023年4月5日 教室

ｶﾜｻｷ　ｼｭﾝ 川崎　俊 2023年4月17日 Shot

ｶﾜｼﾏ　ﾕｳｺ 川島　優子 2023年6月7日 テニス教室

ｶﾜﾅｶ ﾀｹｼ 川中  岳志 2023年2月19日 チーム西原

ｶﾜﾅﾐ ﾕﾅ 川浪　由奈 2022年11月20日

ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾕｳ 川畑　裕 2023年4月16日 TCμ

ｶﾜﾋﾗ ﾖｼｱｷ 川平  嘉昭 2023年3月20日 クラウディ

ｶﾜﾐﾂ ｱｷﾉﾘ 川満  昭典 2023年4月16日 フリー

ｶﾜﾐﾂ ﾀﾐｵ 川満  多己雄 2023年2月20日 ウッディーズ

ｶﾜﾐﾂ　ﾒｸﾞﾐ 川満　めぐみ 2022年11月21日 ミュウミュウ

ｶﾜﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 川村　純一 2023年4月5日 テニス教室

ｶﾝﾅ ﾐﾕｷ 漢那　美由紀 2022年11月21日 ふぁにーず

ｷｸｻﾞﾄ ｻﾄｼ 喜久里  敏 2022年10月17日 Nexus TC

ｷｸｻﾞﾄ　ﾅﾘｺ 喜久里 成子 2022年11月20日 ＲＭ

ｷｸｻﾞﾄ　ﾉｿﾞﾐ 喜久里　望 2022年11月20日 ＴＣμ

ｷｸｻﾞﾄ　ﾋﾛｼ 喜久里　紘 2022年10月17日 Ｗ．Ｓ

ｷｸｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 菊沢　敦 2023年2月22日 テニスラウンジ糸満

ｷｸｻﾞﾜ　ｻﾁｺ 菊沢　幸子 2023年2月22日 テニスラウンジ糸満

ｷｸﾁ　ｶﾂﾋｺ 菊池　勝彦 2022年10月16日 あっちゃんず軍団B

ｷｸﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 喜久村  いずみ 2022年11月21日 りゅうせき

ｷｾ　ｶｽﾞｷ 喜瀬　一輝 2022年10月16日 豊見城中央病院

ｷﾀ　ﾘﾝｺ 喜多　倫子 2023年2月22日 ヴィーナス



ｷﾀｶﾀ　ｱｷﾋｻ 北方　明久 2023年4月16日 マース屋テニスクラブ

ｷﾀﾊﾗ　ｸﾆﾋｺ 北原　邦彦 2022年10月17日 Nexus mini

ｷﾀﾐ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 北見　雄治郎 2022年10月17日 YKCT

ｷﾅ　ｹｲｲﾁﾛｳ 喜名　景一朗 2022年6月19日 KK

ｷﾅ　ｹｲﾀ 喜名　景太 2022年10月19日 MTC

ｷﾅ ｹｲﾜ 喜名  景和 2022年6月21日 KK

ｷﾅ ｻﾄﾐ 喜名  さとみ 2022年6月19日 KK

ｷﾅ　ﾋｻｴ 喜納　寿枝 2023年4月8日 教室

ｷﾅ ﾋﾄﾐ 喜納  ひとみ 2022年11月21日 ライナーズ

ｷﾅ　ﾋﾛｷ 喜納　弘樹 2023年2月19日 首里森庭球倶楽部

ｷﾅ　ﾕｳｲﾁ 喜納　祐市 2023年2月19日 漫友会ストレート

ｷﾅ　ﾕｶ 喜名　有香 2022年6月19日 KK

ｷﾉｼﾀ　ﾉﾌﾞｵ 木下　伸夫 2023年3月20日 友テニ

ｷﾞﾎﾞ　ｹﾝｿﾞｳ 儀保　健蔵 2022年6月20日 NexusTC

ｷﾞﾎﾞ　ﾀｸﾑ 儀保　拓夢 2023年4月16日 チームSTEP

ｷﾞﾎﾞ　ﾕｶﾘ 儀保　ゆかり 2022年6月22日 TCμ

ｷﾞﾏ　ﾋﾄｼ 儀間　仁 2023年2月20日 GTR

ｷﾑﾗ　ﾀｶﾋﾛ 木村　貴宏 2022年10月16日 ＯＰＣ

ｷｬﾝ　ｴﾘｶ 喜屋武　絵里香 2022年11月21日 ヤバメーン

ｷｬﾝ　ｼﾉﾌﾞ 喜屋武  忍 2022年11月20日 Ｖａｍｏｓ

ｷｬﾝ　ﾘｭｳﾀ 喜屋武　隆太 2022年6月19日 沖縄県労働金庫

ｷｮﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 許田　信子 2023年3月20日 TRY

ｷｮﾀﾞ　ﾋﾛﾑ 許田　大夢 2023年2月19日

ｷﾝ ﾄﾓｶｽﾞ 金武  朝和 2022年10月16日 毎日ＴＣ

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｱｻﾐ 金城　麻美 2022年6月20日 MRS

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｴｲｼﾞ 金城　瑛次 2023年2月19日 友テニ

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｴﾂｺ 金城  悦子 2022年11月21日 西原早起きﾃﾆｽ

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｷﾐｴ 金城　キミエ 2022年11月21日

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｷﾖﾋｻ 金城　清久 2023年3月19日 SKK

ｷﾝｼﾞｮｳ　ｽｴﾉ 金城　末乃 2022年11月20日

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾀｶﾔ 金城　孝也 2023年3月19日

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾀｸﾐ 金城　匠 2022年10月17日 首里森TC

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾁｶｺ 金城  千加子 2023年3月19日 コスモ

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾂﾌﾞﾗ 金城  つぶら 2022年11月21日 Fine

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾄｼｴ 金城　利江 2023年4月7日 教室

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾅﾅ 金城　菜々 2023年2月20日

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋｻﾖ 金城  久代 2022年11月21日 ヒコ3292

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾏｻﾋﾄ 金城　雅仁 2022年6月19日 ケンテニ

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾐｶ 金城　美佳 2022年11月21日 vamos

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾒｸﾞﾐ 金城　めぐみ 2023年4月7日 テニス教室

ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾕｶﾘ 金城　由佳理 2023年3月19日 TCμ

ｸｶﾞｲ　ﾀｲﾁ 久貝　太一 2022年10月17日 日本郵便（株）

ｸﾞｼ ｱｹﾐ 具志  明美 2023年4月7日 六期会

ｸﾞｼ　ｱﾔｺ 具志　文子 2023年2月19日

ｸﾞｼｶﾜ　ﾀｶｼ 具志川　隆 2022年10月19日 ｳｯﾃﾞｨｰｽﾞ

ｸﾞｼｹﾝ ｱﾂｼ 具志堅  篤 2022年10月16日 ＴＴＴ

ｸﾞｼｹﾝ ｹｲｼﾞ 具志堅  恵治 2022年10月16日 木漫TC

ｸﾞｼｹﾝ　ｽｽﾞｶ 具志堅　涼夏 2022年11月20日 T・T・T

ｸﾞｼｹﾝ ﾏｽﾐ 具志堅  増美 2022年11月21日 TTT

ｸﾃﾞｹﾝ　ﾁｶｺ 久手堅　周子 2023年2月22日 ヤバメーン

ｸﾆﾅｶ　ﾄｼﾕｷ 国仲　俊幸 2023年2月20日 チームわくがわ

ｸﾆﾅｶ　ﾐｽｽﾞ 國仲　美鈴 2023年4月16日 フリー

ｸﾆﾖｼ　ｼﾝｴｲ 国吉　真栄 2022年6月22日 Ｍ＆Ｍ

ｸﾆﾖｼ ﾂﾙｺ 国吉  津留子 2022年11月5日 テニス教室

ｸﾆﾖｼ ﾕﾀｶ 國吉  豊 2023年3月20日 NexusTC

ｸﾊﾞ ｻﾄｷ 久場  里貴 2022年10月20日 あっちゃんず軍団

ｸﾎﾞ　ﾏﾘｺ 久保　真理子 2022年11月21日 NexusTC

ｸﾒ　ｱｲｺ 久米　愛子 2022年11月21日 マイペース

ｸﾗﾄｳ　ﾐｶ 蔵當　美夏 2023年2月22日 ヤバメーン



ｸﾞﾘｰﾝ　ｻｷ ｸﾞﾘｰﾝ　早貴 2023年2月19日

ｸﾛｼﾏ　ﾕｳｷ 黒島　勇輝 2023年3月20日

ｸﾜﾊﾗ　ﾁｶｲ 桑原　千海 2022年11月20日 ヤバメーン

ｸﾜﾔﾏ　ﾉﾘｺ 桑山　典子 2023年4月5日 教室

ｹﾀﾞﾓﾘ　ｹﾝｼﾞﾛｳ 慶田盛　謙二郎 2022年10月17日 Nexus TC

ｺｻｶｲ　ﾄｵﾏ 小堺　遠馬 2022年10月16日 ヤﾍﾞﾝｼｬｰｽﾞ

ｺｼｵ　ﾀｲｷ 小塩　大樹 2023年2月19日

ｺｼﾞｬ　ﾄﾓｺ 古謝　智子 2022年11月21日 首里森ＡＧ

ｺｼﾞｮｳ ﾀｹｻﾌﾞﾛｳ 湖城  竹三郎 2022年10月21日 首里森TC

ｺﾞﾄｳ　ｱｻﾐ 後藤　麻美 2022年6月19日 ケンテニ

ｺﾊｸﾞﾗ ｼｹﾞｺ 古波蔵  茂子 2022年11月21日 ＴＣμ

ｺﾊﾂ ｶｽﾞﾑﾈ 小波津  和宗 2022年10月16日 Nexus改

ｺﾊﾂ ﾀｶｺ 小波津  貴子 2022年11月21日 いちごクラブ

ｺﾊﾂ　ﾅﾐ 小波津　奈美 2023年4月8日 教室

ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾕﾐ 小林　あゆみ 2022年11月21日

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｸﾐ 小林　拓生 2023年2月19日

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾔﾖｲ 小林　弥生 2023年2月22日 Ｂｅａｓｔ

ｺﾐﾈ　ｺｳｷ 小嶺　幸己 2023年3月20日 Shot

ｺﾐﾈ ﾕｳｺ 小嶺  裕子 2023年2月22日 TRY

ｺﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 小宮  一郎 2022年10月16日 首里ロイヤル

ｺﾒｽ ｷﾖｼｹﾞ 米須  清茂 2023年2月19日 めるくるでぃ

ｺﾞﾔ　ｹｲﾄ 呉屋　彗 2022年10月17日

ｺﾞﾔ　ﾘｭｳﾀ 呉屋　竜太 2022年6月19日 サンデーズ

ｺﾔﾅｷﾞ　ｸﾆﾋｺ 小柳　邦彦 2023年2月22日 チーム入谷

ｺﾔﾏ ﾅｵｺ 小山  直子 2022年11月20日 水曜会

ｺﾔﾏ　ﾋﾛｷ 小山　宏樹 2022年10月17日 TEAM ASA-TENI

ｺﾞﾝﾄﾞｳ　ｼｮｳ 權藤　丞 2022年10月20日 MRS

ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾐ 西條  正美 2022年6月20日 那覇ローン

ｻｲﾄｳ　ﾀｶｼ 齋藤　隆司 2023年2月22日 日渡ﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ

ｻｶｷﾀﾞ　ﾋﾛｼ 榊田　浩 2022年10月19日 首里森庭球倶楽部

ｻｶﾓﾄ　ｹｲｺ 坂本　恵子 2023年4月8日 テニス教室

ｻｶﾓﾄ　ﾖｼﾋﾃﾞ 坂本　嘉秀 2023年2月19日

ｻｷﾊﾏ ﾅﾘｺ 崎濱  也子 2022年11月21日 ＹＹテニス

ｻｷﾊﾗ ﾘｮｳｺ 崎原  涼子 2022年11月21日 アルファーTC

ｻｷﾏ　ﾁｶｺ 崎間　千賀子 2023年4月7日 教室

ｻｷﾔﾏ　ﾉﾘｺ 崎山　則子 2023年2月22日

ｻｸｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 佐久川  京子 2022年11月21日 ＴＣμ

ｻｸﾏ　ﾀﾂｵ 佐久間　辰夫 2022年10月19日 MRS

ｻｺ　ﾋｶﾙ 佐古　光 2023年3月19日 ＮＳＴ

ｻｻｷ　ﾀﾂﾐ 佐々木　辰美 2022年11月21日

ｻﾄｳ　ｻﾕﾘ 佐藤　小百合 2023年2月22日

ｻﾄｳ　ｻﾜｺ 佐藤　沢子 2023年2月20日 Betelgeuse

ｻﾄｳ　ﾕｳﾅ 佐藤　優菜 2022年6月19日 県総ナイターＴＣ

ｻﾄｳ　ﾖｳｽｹ 佐藤　陽介 2023年2月20日 Betelgeus

ｻﾄﾞﾔﾏ ｾﾂｺ 佐渡山  節子 2022年11月21日 TCWe

ｻﾉ　ｾｲｲﾁ 佐野  誠一 2023年4月5日 ザ☆リターン

ｻﾞﾔｽ ｱｹﾐ 座安  明美 2022年11月21日 ちむちむ

ｻﾞﾔｽ　ﾄﾓﾐ 座安　友美 2022年11月21日

ｼｵｸﾞﾁ　ﾏｻｵﾐ 汐口　正臣 2022年10月17日 SSS

ｼｷﾔ　ｱｻﾐ 志喜屋　麻美 2023年2月19日

ｼｷﾔ　ｺｳﾀﾞｲ 志喜屋　光大 2023年2月20日 ケンテニ

ｼﾊﾞﾊﾗ　ﾕｳｲﾁ 芝原　雄一 2022年10月16日 航空局

ｼﾏ　ﾋﾛｼ 島　宏史 2023年3月19日 ケンテニ

ｼﾏｼﾞﾘ　ﾃｯｼ 島尻　哲至 2022年10月16日 NexusTC

ｼﾏﾀﾞ　ｶｽﾞｷ 島田　一樹 2023年3月19日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｶｽﾞﾔ 島袋　和也 2023年3月19日 ケンテニ

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｶﾘﾝ 島袋　夏鈴 2022年11月20日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾁﾖ 島袋  幸代 2022年11月21日 ＴＣμ

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｻﾖｺ 島袋  小夜子 2022年11月21日 ＳＴＳ



ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｼｮｳﾍｲ 島袋　昭平 2023年2月20日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾀﾞｲ 島袋　大 2023年4月16日 フリー

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾀｶｼ 島袋　貴詞 2023年2月19日 ＮＳＴ

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾉｿﾞﾑ 島袋　望 2022年10月17日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾉﾘｺ 島袋  典子 2022年11月21日 Tcwe

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾋﾋﾞｷ 島袋　響 2022年10月17日 沖縄国際大学

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾋﾛﾄ 島袋　広人 2022年10月21日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾏﾘｺ 島袋　麻梨子 2022年11月22日

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾐｶ 島袋  美香 2023年2月19日 チーム西原

ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾕｳ 島袋　裕 2023年3月20日 ケンテニ

ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 島本  和代 2022年12月16日 スーン

ｼﾐｽﾞ　ﾊﾙﾅ 清水　春奈 2023年2月22日 ヴィーナス

ｼﾑﾗ ﾏｻｴ 志村  昌枝 2022年11月21日 TCμ

ｼﾓｸﾗ　ｻﾄｼ 下倉　敏史 2022年10月17日 ＭＲＳ

ｼﾓｻﾞﾄ ﾖﾘｺ 下里  より子 2023年2月22日 ちむちむ

ｼﾓｻﾞﾄ　ﾘｻ 下里　梨紗 2023年2月22日 YKCT

ｼﾓｼﾞ ｶｽﾞﾖｼ 下地  一芳 2022年10月16日

ｼﾓｼﾞ ﾀｶｺ 下地  孝子 2022年11月21日 スーン

ｼﾓｼﾞ ﾀｶｼ 下地  隆 2023年3月20日 ウエンズ

ｼﾓｼﾞ　ﾁｶｺ 下地　ちか子 2022年11月20日 FINE

ｼﾓｼﾞ ﾄｼﾋｺ 下地  敏彦 2022年10月16日 都同好会

ｼﾓｼﾞ　ﾅﾅ 下地　奈奈 2023年2月22日 りゅうせき

ｼﾓｼﾞ　ﾏﾅ 下地　麻奈 2023年2月19日

ｼﾓｼﾞ ﾖｳｺ 下地  洋子 2022年11月21日

ｼﾞｬﾊﾅ ﾁｮｳｲﾁﾛｳ 謝花  長一郎 2022年10月17日 チームうふみ

ｼﾛﾀ　ｼｭｳｲﾁ 城田　周一 2022年6月19日 かりゆしテニス

ｼﾛﾏ　ｱﾐ 城間　安美 2023年2月22日

ｼﾛﾏ ﾄﾓﾕｷ 城間  睦之 2022年10月17日 あっちゃんず軍団

ｼﾛﾏ ﾔｴｺ 城間  八重子 2080年10月25日 フォスター

ｼﾞﾝ　ｸﾐ 神　久美 2023年3月20日

ｼﾞﾝ　ﾜｶﾅ 神　和圭菜 2023年3月20日 Vamos

ｼﾝｻﾞﾄ　ｶｵﾘ 新里　佳央里 2022年6月20日 チームわくがわ

ｼﾝｻﾞﾄ　ｼｹﾞｷ 新里　茂希 2022年6月20日 チームわくがわ

ｼﾝｻﾞﾄ　ﾀｸﾔ 新里　卓也 2022年10月17日 沖縄国際大学

ｼﾝｻﾞﾄ ﾁｴﾐ 新里  千恵美 2022年11月20日 Babysteps

ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀｷｺ 新城  多紀子 2023年2月19日 とくだ歯科ＴＣ

ｽｴﾖｼ ﾏｻｺ 末吉  政子 2023年3月20日 チームGOLD

ｽｴﾖｼ　ﾐﾂﾞｷ 末吉　みづき 2023年2月19日 ガチンコ

ｽｶﾞﾔ　ｼｹﾞﾙ 菅谷　茂 2023年4月5日 教室

ｽｷﾞﾀ　ﾏﾔ 杉田　真也 2022年11月20日 BlackCats

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹﾙ 杉本　健 2022年10月16日 TAGテニスアカデミー

ｽｷﾞﾔﾏ　ﾘｭｳﾉｽｹ 杉山　龍之介 2022年10月16日 航空局

ｽﾞｹﾗﾝ　ｼｮｳ 瑞慶覧　翔 2023年3月19日 うるまダンディーもどき

ｽﾞｹﾗﾝ　ｼｮｳ 瑞慶覧　翔 2023年4月16日 うるまダンディもどき

ｽﾞｼ　ｶﾂﾐ 図師　克 2022年10月16日 航空局

ｽｽﾞｷ　ﾋﾛﾕｷ 鈴木　裕之 2022年6月19日 M&M

ｽﾀﾞ　ｶｽﾞﾅﾘ 須田　一誠 2023年2月20日 グロリオサ

ｽﾀﾞ　ﾏﾐｺ 須田　真美子 2023年3月17日 グロリオサ

ｽﾄﾞｳ ﾂｷﾞｺ 須藤  つぎ子 2022年11月20日 ウッディーズ

ｽﾅｶﾞﾜ　ｲｻｵ 砂川　力 2023年3月19日 TCμ

ｽﾅｶﾞﾜ ｻﾁｺ 砂川  幸子 2023年2月22日 TTT

ｽﾅｶﾞﾜ　ﾀﾞｲｺﾞ 砂川　太吾 2022年11月5日 テニス教室

ｽﾅｶﾞﾜ　ナミ 砂川　奈弥 2022年11月5日 テニス教室

ｽﾅｶﾞﾜ　ﾏｻﾋｺ 砂川　昌彦 2023年2月19日

ｾｲﾓﾘ ｼｹﾞｵ 生盛  重夫 2022年10月16日 FIVE FANTASISTA

ｾｲﾓﾘ　ｼﾎ 生盛　志歩 2022年11月20日 FIVEFANTASISTA

ｿﾅﾝ　ﾘｮｳ 楚南　亮 2023年3月19日

ﾀｲﾗ　ｶﾅｺ 平良　香菜子 2022年11月21日 マイペース

ﾀｲﾗ　ｶﾝﾅ 平良　栞奈 2022年11月21日 Ｒａｓｋ



ﾀｲﾗ　ｹｲ 平良　圭 2023年4月17日 TCμ

ﾀｲﾗ ｻﾄｼ 平良  悟 2022年6月23日 那覇市体育協会

ﾀｲﾗ ｼﾝｼﾞ 平良  信治 2022年10月16日 サンテニス

ﾀｲﾗ　ﾅﾅﾐ 平良　七海 2022年11月20日

ﾀｲﾗ ﾋﾛｷ 平良  博紀 2023年4月16日 （株）沖縄ダイケン

ﾀｲﾗ　ﾏｽﾐ 平良　真寿美 2022年11月21日 グロリオサ

ﾀｶｴｽ ｼﾝﾔ 高江洲  真也 2023年3月19日 toss

ﾀｶｴｽ　ﾀｸﾐ 髙江洲　拓実 2022年10月20日 沖縄国際大学

ﾀｶｴｽ　ﾏｻﾋｺ 高江洲　正彦 2022年11月5日 テニス教室

ﾀｶｴｽ ﾘｭｳﾀ 高江洲  隆太 2023年2月19日 サンクラブ

ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ 高木  博昭 2022年10月16日 航空局

ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾋｺ 高田  明彦 2022年10月20日 新都心倶楽部

ﾀｶﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ 高田　淳子 2022年11月20日

ﾀｶﾊｼ　ｾｲｲﾁ 高橋　誠一 2023年2月19日 友テニ

ﾀｶﾊｼ　ﾋﾅｺ 高橋　日向子 2022年11月21日 ﾋﾞｰﾅｽ

ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛｺ 高橋　裕子 2022年11月21日 NexusTC

ﾀｶﾊｼ　ﾏｺﾄ 高橋　信 2022年11月5日 テニス教室

ﾀｶﾏﾂ　ﾘｭｳｼﾞ 高松　隆二 2023年4月7日 ＳＳＴＡ沖縄

ﾀｶﾐﾈ　ｷﾖﾐ 高嶺　清美 2022年11月21日 YKCT

ﾀｶﾗ　ｺｳｻｸ 高良　講作 2023年2月19日

ﾀｶﾗ ﾉﾘｺ 高良  紀子 2022年11月21日 ファニーズ

ﾀｶﾗ ﾋﾄｼ 多嘉良  斉 2022年10月16日 県庁テニスクラブ

ﾀｶﾗ ﾋﾛｺ 高良　裕子 2022年11月20日

ﾀｶﾗ ﾘﾂｺ 高良  律子 2022年11月5日 いちごクラブ

ﾀｶﾗ　ﾜｶﾅ 高良　若菜 2023年3月19日 いもっちTC

ﾀｷｸﾞﾁ　ｼﾝﾔ 瀧口　真也 2022年12月10日 テニス教室

ﾀｸｼ　ﾉﾘｶﾂ 澤岻　教克 2023年3月19日 チームわくがわ

ﾀｹｲﾁ　ｺｳｼﾞ 竹市　浩二 2023年2月20日 テニス教室

ﾀｹｳﾁ　ﾉｿﾞﾑ 竹内　望 2022年10月17日

ﾀｹﾀﾞ　ｹﾝｼ 竹田　健志 2022年10月16日 OTK

ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 武田　智 2022年10月20日 県庁テニスクラブ

ﾀｹﾆｼ ｿﾉｺ 嵩西  園子 2023年3月19日 いちごクラブ

ﾀｻﾞﾜ ｴﾂｺ 田澤  悦子 2022年11月21日 ヒーロー

ﾀﾃﾂ ｶｽﾞﾖ 立津  和代 2022年11月20日 チームＪｏｏ

ﾀﾅｶ　ﾋﾛﾕｷ 田中　宏征 2022年10月17日 TEAM ASA-TENI

ﾀﾅﾊﾗ ｶｽﾞｺ 棚原  和子 2022年11月21日 ヒーロー

ﾀﾅﾊﾗ ｸﾆｶｽﾞ 棚原  国一 2022年10月17日 ＴＴＴ

ﾀﾅﾊﾗ　ﾀｸﾐ 棚原　匠 2023年2月19日

ﾀﾆｸﾎﾞ　ｴﾘｶ 谷久保　えりか 2022年11月21日 チームリンリン

ﾀﾊﾞ　ｱｽﾞｻ 田場　梓 2023年2月19日

ﾀﾊﾞ　ﾐﾁｺ 田場　美智子 2022年11月21日 宮城TC

ﾀﾏｲ　ﾂｸﾞﾋｻ 玉井　嗣久 2023年2月19日

ﾀﾏｷ ｻﾄﾙ 玉城  哲 2023年4月16日 ＯＰＣ

ﾀﾏｷ　ｻﾔﾉ 玉城　沙耶乃 2022年11月20日

ﾀﾏｷ　ｼｮｳﾍｲ 玉城　翔平 2023年2月19日 琉球総合保険ｻﾎﾟｰﾄ

ﾀﾏｷ　ｼﾞﾝ 玉城  仁 2022年10月16日 FIVEFANTASISTA

ﾀﾏｷ　ﾁﾉﾌﾞ 玉城  千伸 2022年11月21日 いちごクラブ

ﾀﾏｷ ﾏﾓﾙ 玉城  守 2022年10月16日 首里ロイヤル

ﾀﾏｷ　ﾐﾕｷ 玉城　美雪 2023年2月19日

ﾀﾏｷ　ﾘﾅ 玉城　梨奈 2023年2月20日

ﾀﾏｷ　ﾘﾝｺ 玉城　りん子 2022年11月21日 ＴＲＹ

ﾀﾏｼﾛ　ｷﾖﾀｶ 玉城　清高 2023年4月8日 テニス教室

ﾀﾏｼﾛ　ﾋﾛﾐ 玉城　弘美 2022年12月1日 テニス教室

ﾀﾏｼﾛ ﾔｽｼ 玉城  祥 2023年4月16日 フリー

ﾀﾏｼﾛ ﾖｼｱｷ 玉城  善章 2022年10月17日 チームK

ﾀﾏﾅﾊ ﾋﾛｼ 玉那覇  浩 2023年2月22日 ＴＴＴ

ﾀﾏﾅﾊ　ﾏｽﾐ 玉那覇　真澄 2022年10月16日 Betelgeuse

ﾀﾏﾖｾ　ﾀｶﾔ 玉寄　貴也 2022年10月19日 東興電設

ﾀﾏﾖｾ　ﾉﾘｺ 玉寄　紀子 2022年11月21日 ｹﾝﾃﾆ



ﾀﾏﾖｾ　ﾊﾙﾅ 玉寄　春奈 2022年11月21日 ヤバメーン

ﾀﾑﾗ　ﾁﾋﾛ 田村　知大 2022年6月19日 YKCT

ﾀﾗﾏ　ﾋﾃﾞｱｷ 多良間　英明 2023年3月19日 OBCO

ﾀﾗﾏ　ﾘｻ 多良間　理沙 2023年2月22日 茶谷ＳＣ

ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾊｼﾞﾒ 壇上　元 2022年10月16日 ＴＣμ

ﾁﾅ ｷｮｳｺ 知名  恭子 2023年4月5日

ﾁﾅ　ﾏﾎ 知名　真歩 2022年6月20日 沖縄国際大学

ﾁﾈﾝ ｼｹﾞﾐ 知念  茂美 2022年11月21日 A's FACTORY

ﾁﾈﾝ　ｼﾝｼｮｳ 知念　辰祥 2022年10月19日 首里森cloud

ﾁﾈﾝ ｾｷﾔ 知念  績也 2023年3月19日 NexusTC

ﾁﾈﾝ ﾉﾌﾞｵ 知念  信男 2022年10月16日 チームわくがわ

ﾁﾈﾝ ﾋﾛﾂｸﾞ 知念  広紹 2022年10月16日 クァーズ

ﾁﾈﾝ ﾏｻｱｷ 知念  雅昭 2023年4月17日 チーム隼

ﾁﾈﾝ　ﾏｻｶｽﾞ 知念　政和 2022年11月17日 TCμ

ﾁﾈﾝ　ﾏｻｼ 知念　正士 2022年10月16日 FIVE FANTASISTA

ﾁﾈﾝ　ﾐﾜ 知念　美和 2022年11月21日 グロリオサ

ﾁﾈﾝ　ﾖｼｴ 知念　芳恵 2023年2月20日 YKCT

ﾁﾊﾞﾅ　ﾀﾞｲﾁ 知花　大地 2023年3月19日

ﾁﾊﾞﾅ　ﾜﾀﾙ 知花　渡 2023年3月19日

ﾂｶﾔﾏ　ﾐﾎ 津嘉山　美穂 2023年2月20日 あっちゃんず軍団

ﾂﾊ　ｼｮｳｺ 津波　昌子 2022年11月20日 ケンテニ

ﾂﾊｺ　ﾏｻｷ 津波古　正輝 2023年2月19日

ﾂﾙ　ｱﾂﾛｳ 水流　篤朗 2022年11月5日 テニス教室

ﾃﾗｵ　ﾕｳｲﾁ 寺尾　祐一 2022年10月16日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾃﾙﾔ　ｲﾁｶ 照屋　唯智佳 2022年10月16日 ヤベンシャーズ

ﾃﾙﾔ　ｶｽﾞﾕｷ 照屋　和幸 2023年2月22日 ｳｪｰﾃﾞﾙﾝＴＣ

ﾃﾙﾔ　ﾀｶﾋﾛ 照屋　貴博 2023年3月19日 玉城軍

ﾃﾙﾔ　ﾉﾌﾞﾄ 照屋　信斗 2023年4月16日 玉城軍

ﾃﾙﾔ　ﾐﾅｺ 照屋　美奈子 2022年11月21日 STCR

ﾃﾞﾝﾀﾞ　ﾐﾜ 傳田　未和 2022年6月19日

ﾃﾞﾝﾀﾞ　ﾘｮｳｽｹ 傳田　良亮 2022年6月19日

ﾄｳｹﾞｲ　ﾏｻﾄ 東迎　暢人 2022年10月19日 沖縄森永

ﾄｳｼﾞ　ﾋﾛｺ 田路　浩子 2022年11月20日 MRS

ﾄｳﾊﾞﾙ　ｻｵﾘ 桃原　さおり 2022年6月19日 TCμ

ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾙﾐ 桃原  春美 2022年11月21日 チームジェニファー

ﾄｳﾎｳﾀﾞ ｻﾄｼ 東方田　悟司 2022年10月16日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾄｳﾏ　ｶｽﾞｵ 當間　一男 2023年3月19日

ﾄｳﾏ ｶﾖｺ 當間  佳代子 2022年11月21日 ふぁにーず

ﾄｳﾏ　ﾎﾉｶ 當真　帆夏 2023年4月16日 FANTASISTA

ﾄｳﾏ　ﾕｳｺ 當間　悠子 2023年3月19日 テニスラウンジ糸満

ﾄｳﾒ　ｻｷ 當銘　咲星 2022年11月20日

ﾄｳﾒ　ｼﾝｼﾞ 當銘　進次 2023年4月16日 六期会

ﾄｳﾒ ﾙﾐｺ 当銘  留美子 2022年11月20日 ＳＴＳ

ﾄｳﾔﾏ　ﾀｷｺ 當山　田岐子 2022年11月21日 スーン

ﾄｳﾔﾏ　ﾂｶｻ 當山　司 2023年4月16日 リターンエース

ﾄｳﾔﾏ　ﾅﾅｺ 當山　奈七子 2023年3月19日 いもっちTC

ﾄｳﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 當山  善一 2023年3月19日

ﾄｶｼｷ ﾖｼﾋﾛ 渡嘉敷  義浩 2023年2月20日 那覇ローン

ﾄｷﾄｳ　ﾀｲｾｲ 時任　大成 2022年10月17日 VBTA

ﾄｸﾞﾁ　ｶﾂﾔ 渡久地　克哉 2023年3月19日

ﾄｸﾞﾁ　ｶﾖｺ 渡久地　香代子 2022年11月5日 テニス教室

ﾄｸﾞﾁ　ﾖｼﾄ 渡口　良人 2023年3月20日 県総ナイターTC

ﾄｸﾅｶﾞ　ｼｮｳｺ 徳永　章子 2080年12月16日 首里ロイヤル

ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾘｺ 徳永  成子 2022年11月21日 ロイヤル

ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｽﾐ 徳永  増美 2022年11月21日 ちむちむ

ﾄｸﾔﾏ　ｲｸｺ 渡久山　郁子 2023年2月20日 Betelgeuse

ﾄｸﾔﾏ ﾓﾘﾕｷ 渡久山  盛之 2023年2月20日 betelgeuse

ﾄｸﾖｼ ｾｲﾕｳ 徳吉  清勇 2022年10月16日 ＴＣμ

ﾄﾅｷ　ﾖｳｲﾁ 渡名喜　庸市 2022年10月17日



ﾄﾅｷ　ﾖｳﾀ 渡名喜　庸太 2022年10月19日 ＳＯＤＴ

ﾄﾐﾅｶﾞ　ｹﾝｼﾞ 富永  健司 2023年4月16日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾄﾐﾔﾏ　ｴﾂｺ 富山　悦子 2023年4月17日 フリー

ﾄﾐﾔﾏ　ﾃﾙｵ 富山　輝夫 2022年10月20日 首里森庭球俱楽部

ﾄﾓﾘ　ﾋﾛｷ 友利　寛樹 2023年3月19日

ﾄﾖｶﾜ　ﾅｶﾞﾖｼ 豊川　永佳 2022年10月20日 六期会

ﾄﾖﾀﾞ ﾏﾁｺ 豊田  磨智子 2022年11月20日

ﾄﾖﾋﾗ　ﾏｻﾐ 豊平　正美 2023年2月19日 TCμ

ﾅｲﾄｳ　ﾏｻﾐ 内藤　雅実 2023年2月22日 ａｕａ

ﾅｶ　ﾏｻｼｹﾞ 名嘉　正繁 2022年6月21日 チームわくがわ

ﾅｶﾞｲ ｼﾝｺﾞ 長井　慎吾 2022年10月16日 沖縄ｻﾝﾃﾞｰｽﾞﾛｲﾔﾙﾃﾆｽ

ﾅｶｴ　ﾓﾄｺ 中江　素子 2022年11月21日 TCμ

ﾅｶｵ　ｹｲｺ 仲尾　恵子 2022年11月21日

ﾅｶｻﾞﾄ ｻﾅｴ 仲里  早苗 2022年11月21日 チームリンリン

ﾅｶｻﾞﾄ　ﾅﾙﾋﾄ 仲里　成人 2023年3月19日 T-KURABU

ﾅｶｼﾏ ｶﾂﾐ 中島  克己 2023年2月22日 FTC

ﾅｶｼﾏ　ｻﾕﾐ 中島　佐由美 2022年11月20日 ファイン

ﾅｶﾞｼﾏ　ﾏﾕｺ 長島　真唯子 2023年5月3日 テニス教室

ﾅｶｿﾈ　ｶｽﾞﾐ 仲宗根　一美 2022年11月20日 伊集ＴＣ

ﾅｶｿﾈ　ﾕｳﾀ 仲宗根　裕太 2023年2月19日 フリー

ﾅｶﾞﾀ ｶﾖｺ 長田  香代子 2022年11月21日 Ｖａｍｏｓ

ﾅｶﾞﾀ　ｷｼｮｳ 長田  紀勝 2023年3月19日 前島友の会

ﾅｶﾀﾞ　ﾐｻｵ 仲田　操 2023年3月19日 チームTRY

ﾅｶﾞﾄﾞｳ ﾖｼｺ 長堂　芳子 2022年11月21日 首里森

ﾅｶﾞﾄﾓ　ｻﾕﾘ 長友　さゆり 2022年11月21日

ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 仲西  早苗 2023年2月22日 Flower*F

ﾅｶﾞﾊﾏ　ｼﾝﾀ 長濱　真太 2023年4月7日 ダブルチキン

ﾅｶﾏ ﾕｷｺ 仲間  由起子 2022年11月21日 Ｆｉｎｅ

ﾅｶﾏ ﾖｼｷ 仲間  良樹 2023年2月22日 J1

ﾅｶﾏ　ﾖｼﾉﾌﾞ 仲間　由信 2022年10月19日 Nexus TC

ﾅｶﾏ ﾘｮｳ 仲眞　亮 2023年3月20日 ワープ

ﾅｶﾏﾀ　ｱﾕﾐ 仲俣　愛裕実 2022年11月21日 マイペース

ﾅｶﾏﾀ ﾕﾐ 仲俣  由美 2022年11月21日 チームジェニファー

ﾅｶﾞﾐﾈ　ｱﾂﾈ 長嶺　厚音 2023年2月19日 チームわくがわ

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 長嶺　大介 2022年10月16日 FIVEFANTASISTA

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾄﾓｺ 長嶺  朋子 2022年11月21日 電力ＴＣ

ﾅｶﾞﾐﾈ　ﾖﾘｺ 長嶺　頼子 2022年11月21日

ﾅｶﾑﾗ　ｱﾔｺ 中村　文子 2022年11月20日

ﾅｶﾑﾗ　ｲﾀﾙ 仲村　到 2023年3月20日 STCR

ﾅｶﾑﾗ　ｴﾘﾅ 中村　恵莉菜 2022年6月19日

ﾅｶﾑﾗ　ｸﾐｺ 中村　久美子 2023年2月19日

ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 仲村  久美子 2022年11月21日 FiveFantasisuta

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 中村  淳 2022年6月19日

ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｲﾁ 仲村　俊一 2023年2月19日 Nexus TC

ﾅｶﾑﾗ　ｼｮｳ 中村　翔 2022年10月19日 Shot

ﾅｶﾑﾗ　ｽﾐｵ 中村　純夫 2023年2月19日

ﾅｶﾑﾗ　ﾀｸ 仲村　卓 2023年2月19日 Shot

ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 中村  健志 2023年2月19日 チームGG

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾓﾂ 中村  保 2023年3月20日 ウエンズ

ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ 中村　真 2023年2月19日 県総ナイターTC

ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾉﾙ 中村　稔 2023年3月17日 NexusTC

ﾅｶﾓﾄ　ｼｹﾞｵ 仲本　茂雄 2022年10月16日 TCμ

ﾅｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 仲本  晋吾 2023年3月19日 Betelgeuse

ﾅｶﾞﾓﾄ　ﾂｶｻ 長元　司 2023年4月16日 NALDA

ﾅｶﾓﾄ ﾉﾘｺ 仲本  典子 2023年2月22日 プロバンス

ﾅｶﾔﾏ ｱｹﾐ 中山  明美 2022年11月21日 ﾛｲﾔﾙ

ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 長山　隼人 2023年4月7日 教室

ﾅｶﾔﾏ　ﾖｳｲﾁ 中山　洋一 2023年2月19日 TTT

ﾅｶﾖｼ　ｶｽﾐ 仲吉　香澄 2022年11月20日 Nexus



ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ　ｱｷﾄ 仲村渠　明人 2022年10月19日

ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ　ｻﾕﾘ 仲村渠　さゆり 2022年6月19日 Fine

ﾅｼﾛ　ｶｽﾞﾅ 名城　政奉 2023年4月16日 沖電TC

ﾅｼﾛ　ﾂﾅｷ 名城　綱基 2023年3月20日 ＴＲＹ

ﾅｽ ﾊｼﾞﾒ 那須  一 2023年2月20日 結TC

ﾅﾊﾀ ﾖｳ 名畑　陽 2022年10月16日 ヤベンシャーズ

ﾅﾗ　ﾖｼﾃﾙ 奈良　美輝 2023年2月22日 チームわくがわ

ﾆｲﾓﾄ　ｹﾝﾄ 新本　健人 2022年10月19日 Nexus TC

ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 西元  雄一郎 2022年10月19日 NexusTC

ﾆﾉﾐﾔ　ｼｮｳｺ 二宮　祥子 2022年11月21日 FOCUS

ﾇﾏﾀ　ﾀｶｵ 沼田　隆雄 2022年11月16日 ガチンコ

ﾇﾏﾀ　ﾐﾂｴ 沼田　光恵 2022年12月1日 ガチンコ

ﾈﾉｷ　ﾁﾋﾛ 根之木　千裕 2022年6月19日 TCμ

ﾈﾏ 根間　一弥樹 2023年3月19日 友テニ

ﾈﾏ ｶｽﾞｺ 根間  和子 2023年3月20日

ﾈﾏ　ﾋﾛｱｷ 根間　博昭 2022年10月16日 サンデーズ

ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 野口  勇 2022年10月19日 MRS

ﾉｸﾞﾁ　ｻﾂｷ 野口　五月 2022年6月19日 チームわくがわ

ﾉﾀﾞ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 野田　健一郎 2023年2月20日 チームK

ﾊｻﾞﾏ　ﾋﾛｱｷ 玻座真　博明 2023年2月20日

ﾊｻﾞﾏ　ﾋﾛﾐ 玻座真　比路美 2023年3月17日

ﾊｼﾓﾄ　ﾜﾀﾙ 橋本　亘 2023年2月22日 ウェーデルンＴＣ

ﾊｾﾉ　ﾌﾞﾝｺﾞ 長谷野　文吾 2023年4月5日 TeamSeisei

ﾊﾀﾞ　ｱｷﾄｼ 羽田　晶年 2023年3月19日 一球会

ﾊﾀﾞ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 波田　真一郎 2023年3月19日 テニス教室

ﾊﾀ　ﾊｼﾞﾒ 秦　一 2023年3月19日

ﾊﾁﾐﾈ　ｷﾖﾄｼ 鉢嶺　清章 2023年2月20日 漫友会

ﾊｯﾄﾘ　ｼｭｳﾀ 服部　周太 2023年4月7日 テニス教室

ﾊｯﾄﾘ　ﾀｹｼ 服部　毅 2022年10月17日 HTJ

ﾊﾅｵｶ　ﾘｻ 花岡　梨沙 2023年2月19日

ﾊﾅｼﾛ ｴﾐｺ 花城  恵美子 2023年4月5日 まーる

ﾊﾏｻｷ　ｼﾝｼﾞ 濱崎　真司 2023年4月16日 マース屋テニスクラブ

ﾊﾏﾀﾞ　ｱｷﾖ 濱田　明世 2022年11月21日 ヤバメーン

ﾊﾏﾓﾄ　ｶｽﾞﾌﾐ 浜元　和文 2023年3月19日 TCI

ﾊﾔｾ ﾓﾄｺ 早瀬  元子 2022年11月21日 キャロット

ﾊﾗ　ｱﾂｼ 原　篤史 2023年3月19日 チャンス

ﾋｵｷ ｺｳｲﾁ 日置  耕一 2023年2月22日 あっちゃんず軍団

ﾋｵｷ　ｼﾅﾉ 日置　姿乃 2023年2月22日 あっちゃんず軍団

ﾋｶﾞ ｱﾂｼ 比嘉  厚 2022年6月19日 Betelgeuse

ﾋｶﾞ　ｱﾕﾑ 比嘉　歩 2022年10月16日 ヤベンシャーズ

ﾋｶﾞ　ｶｵﾘ 比嘉　かおり 2023年4月8日 教室

ﾋｶﾞ　ｶｽﾞｷ 比嘉　一貴 2022年10月19日 Crew

ﾋｶﾞ　ｶﾅﾒ 比嘉　要 2022年10月19日 W.S

ﾋｶﾞ ｸﾆｺ 比嘉  邦子 2022年11月20日 TCµ

ﾋｶﾞ　ｺｳﾀ 比嘉　功太 2023年4月16日 マース屋テニスクラブ

ﾋｶﾞ ｼﾞｭﾝ 比嘉  淳 2023年2月19日 チムドンドン

ﾋｶﾞ ｾｲｺ 比嘉  聖子 2022年11月21日 Vamos

ﾋｶﾞ ｾﾂｺ 比嘉  節子 2022年11月21日 アップルTC

ﾋｶﾞ　ﾀｲｾｲ 比嘉　太誠 2022年10月17日 ＳＯＤＴ

ﾋｶﾞ　ﾀｸﾔ 比嘉　拓也 2023年2月20日 テニスラウンジ糸満

ﾋｶﾞ ﾁｱｷ 比嘉  千秋 2023年3月20日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾋｶﾞ　ﾁｱﾘ 比嘉　智愛里 2022年11月21日 リュウセキ

ﾋｶﾞ　ﾃﾂｼﾞ 比嘉　哲二 2023年2月19日 ｱｳﾞｧﾝﾃｨ庭球倶楽部

ﾋｶﾞ　ﾅﾅｴ 比嘉　奈々絵 2022年11月20日 FIVE FANTASISTA

ﾋｶﾞ　ﾅﾙﾋﾄ 比嘉　成人 2023年4月16日 NALDA

ﾋｶﾞ　ﾉﾘﾋﾛ 比嘉　徳広 2023年4月8日 教室

ﾋｶﾞ　ﾌﾐｴ 比嘉　史枝 2023年4月8日 教室

ﾋｶﾞ ﾏｻﾀｶ 比嘉  正孝 2023年2月19日 ウッディーズ

ﾋｶﾞ　ﾐﾂｸﾆ 比嘉　光国 2023年2月20日 漫友会



ﾋｶﾞ　ﾕｳｷ 比嘉　勇希 2022年10月16日 ＹＫＣＴ

ﾋｶﾞ　ﾚｵ 比嘉　玲央 2022年6月19日 YKCT

ﾋｶﾞｼｶﾜﾋﾗ　ﾏﾅﾌﾞ 東川平　学 2023年3月20日 Nexus ＴＣ

ﾋｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 樋口　勉 2022年10月16日 かりゆしテニス

ﾋﾗﾀ　ﾕｳﾄ 平田　悠人 2023年3月19日 うるまダンディもどき

ﾋﾗﾊｼ　ﾕｳｷ 平橋　勇貴 2023年4月16日 フリー

ﾋﾗﾊﾗ ﾀｹﾄｼ 平原  勇俊 2023年4月16日 西崎テニスクラブ

ﾋﾛｻﾜ　ｴｲｼﾞ 廣澤　英治 2023年2月20日 HTJ

ﾌｸ ｴﾂｺ 福  悦子 2022年11月20日 ファイン

ﾌｸ　ｶﾂﾕｷ 福　克之 2023年4月16日 チームＳＴＥＰ

ﾌｸｻﾞﾄ ﾖｼｱﾂ 福里  芳篤 2022年10月19日 漫友会

ﾌｸｻﾞﾄ ﾘｮｳｺ 福里  涼子 2022年11月21日 チャレンジ

ﾌｼﾞﾀ　ｶｵﾘ 藤田　香織 2023年2月22日 TeamTRY

ﾌｼﾞﾀ　ｶﾂﾋﾛ 藤田　勝大 2022年10月17日 TTT

ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲﾀﾛｳ 藤森　慶太郎 2022年10月17日 チームＪｏｏ

ﾌﾙﾀ ﾖｼﾌﾐ 古田　佳史 2022年10月16日 TAGテニスアカデミー

ﾎｶﾏ ﾏｻｷ 外間  正樹 2023年3月17日 Betelgeuｓｅ

ﾎｶﾏ　ﾒｸﾞﾐ 外間　恵 2023年2月20日 ＴＴＴ

ﾏｴｶﾜ　ｺｳｼﾞ 前川　考治 2022年10月17日 TEAM ASA-TENI

ﾏｴｷ ｾｲｺﾞ 真栄喜　清吾 2023年3月19日 TAＰｉC

ﾏｴｼﾛ　ｻﾂｷ 真栄城　さつき 2022年11月21日 M’S

ﾏｴｼﾛ　ﾀｶｼ 真栄城　嵩 2080年2月18日 漫友会ｽﾄﾚｰﾄ

ﾏｴﾀﾞ　ｶｵﾘ 前田　香織 2023年2月19日 チーム西原タイソン’S

ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 前田  拓也 2023年2月19日 チーム西原タイソン’S

ﾏｴﾀﾞ　ﾏﾘｺ 前田　万里子 2023年2月19日

ﾏｴﾅｶ ｷﾖﾐ 前仲  清美 2022年11月21日 ザ☆リターン

ﾏｴﾉ　ｼﾝﾔ 前野　信哉 2023年2月22日 HTJ

ﾏｴﾉ　ﾁｴ 前野　智絵 2022年11月20日 HTJ

ﾏｷｻｺ　ｶﾅｺ 牧迫　夏奈子 2023年2月19日 フリー

ﾏｼﾞｷﾅ ﾋﾛｼ 真境名  啓 2022年10月19日 チームＪｏｏ

ﾏｽﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ 増田　展之 2023年4月16日

ﾏﾀﾖｼ ﾄｵﾙ 又吉  徹 2023年4月16日 コザソフトクラブ

ﾏﾀﾖｼ ﾅﾂｷ 又吉  夏紀 2023年2月19日 チーム マイペース

ﾏﾀﾖｼ ﾕﾐ 又吉  由美 2022年11月20日 マイペース

ﾏﾂｵ　ﾀｶﾋﾛ 松尾　孝弘 2023年4月7日 テニス教室

ﾏﾂｵ　ﾏﾐ 松尾　麻美 2023年4月6日 首里森TC

ﾏﾂﾀﾞ　ｻﾖｺ 松田　沙代子 2023年2月19日

ﾏﾂﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 松田　将太 2023年2月19日

ﾏﾂﾀﾞ　ﾀｶｼ 松田　崇 2023年3月19日 Rαｓｋ

ﾏﾂﾀﾞ　ﾀｶﾕｷ 松田　隆志 2023年3月19日

ﾏﾂﾉ　ﾀｶﾏｻ 松野　孝政 2022年10月16日 かりゆしテニス

ﾏﾂﾉ　ﾖｼﾃﾙ 松野　義輝 2022年10月17日

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 松本  博和 2023年4月8日 マイペース

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁﾖ 松本  三千代 2022年11月21日 いちごククラブ

ﾏﾂﾔﾏ　ｹﾞﾝﾄｸ 松山　玄徳 2023年3月20日

ﾏﾙｲ　ｶｽﾞﾀｶ 丸居　一隆 2022年10月17日 首里森cloud

ﾐｽﾐ ﾔｽﾕｷ 三住  泰之 2080年2月18日 ＴＴＴ

ﾐﾂﾔ　ｼﾞｭﾝｺ 満屋　淳子 2022年11月20日 ＨＴＪ☆ＬＯＯＰＳ

ﾐﾄ　ﾁﾂﾞﾙ 三戸　千鶴 2023年2月20日 首里森AG

ﾐﾄ　ﾏｻﾄ 三戸　正人 2022年11月16日 あっちゃんず軍団

ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾐ 宮城  和美 2022年11月21日 Vamos

ﾐﾔｷﾞ　ｻﾄｺ 宮城　聡子 2022年11月21日 チーム3292

ﾐﾔｷﾞ ｾｲｺ 宮城  聖子 2022年11月20日 チームジェニファー

ﾐﾔｷﾞ　ﾀｶﾔ 宮城　孝也 2022年10月16日 TTT

ﾐﾔｷﾞ　ﾀﾂﾌﾐ 宮城　達史 2023年4月16日 ゆいまーるTC

ﾐﾔｷﾞ　ﾀﾂﾕｷ 宮城　辰之 2023年4月7日 テニス教室

ﾐﾔｷﾞ　ﾀﾂﾕｷ 宮城　辰之 2023年4月7日 教室

ﾐﾔｷﾞ　ﾋﾛｴ 宮城　裕江 2023年4月5日 教室

ﾐﾔｷﾞ　ﾋﾛｺ 宮城　弘子 2022年11月21日 プロバンス



ﾐﾔｷﾞ ﾏｷ 宮城  牧 2023年2月19日 ＴＯＰ

ﾐﾔｷﾞ　ﾏｻﾋｺ 宮城　雅彦 2022年10月20日 県庁テニスクラブ

ﾐﾔｷﾞ　ﾐｶｺ 宮城　美香子 2023年2月22日 ケンテニ

ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城  恵 2022年11月21日 ＲＣ

ﾐﾔｷﾞ　ﾔﾖｲ 宮城　弥生 2022年11月21日

ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｷ 宮城　裕貴 2022年10月16日 TAGテニスアカデミー

ﾐﾔｷﾞ　ﾕｷ 宮城　由紀 2022年6月22日 ベテルギウス

ﾐﾔｷﾞ　ﾕﾘｺ 宮城　百合子 2022年11月21日 ＴＲＹ

ﾐﾔｷﾞ ﾖｼｶﾂ 宮城  義勝 2023年4月8日 テニス教室

ﾐﾔｷﾞ　ﾘﾅ 宮城　李奈 2022年11月21日

ﾐﾔｸﾞﾆ　ﾀｶﾋﾛ 宮國　貴大 2022年10月19日 沖縄国際大学

ﾐﾔｹ　ｷｼｮｳ 三宅　希昇 2022年10月16日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾐﾔｻﾞﾄ　ｱｲｶ 宮里　愛香 2023年3月20日 NexusTC

ﾐﾔｻﾞﾄ　ｹﾝｼﾞ 宮里　憲治 2022年10月16日 FIVEFANTASISTA

ﾐﾔｻﾞﾄ　ｼｮｳｺﾞ 宮里　省吾 2022年10月16日 首里森庭球倶楽部

ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｹﾐﾂ 宮里  剛光 2023年4月8日 ＴＣμ

ﾐﾔｻﾞﾄ　ﾕｳｺﾞ 宮里　侑吾 2023年3月19日

ﾐﾔｻﾞﾄ ﾕﾐｺ 宮里  由美子 2022年10月1日 いちごクラブ

ﾐﾔﾀ ﾏﾂｵ 宮田　松生 2023年4月16日 ヒーロー

ﾐﾔﾉ　ｱﾔﾉ 宮野　綾乃 2023年3月19日 YKCT

ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｳｺ 宮本　洋子 2022年11月21日 首里森

ﾐﾔﾗ ﾁｮｳｺﾞ 宮良　長吾 2022年10月16日

ﾐﾔﾜｷ　ﾐﾄﾞﾘ 宮脇　みどり 2023年3月19日 チームGOLD

ﾐﾔﾜｷ　ﾐﾔｺ 宮脇　都 2023年4月3日 BTC

ﾑﾗｸﾞﾁ　ﾒｸﾞﾐ 村口　恵 2022年11月5日 M&M

ﾓﾄﾅｶﾞ　ｶｽﾞｼ 本永　和志 2022年10月17日

ﾓﾄﾑﾗ　ｱｷﾗ 本村　聰 2023年3月19日 毎日TC

ﾓﾄﾑﾗ ｻﾄｼ 本村  聡 2022年10月16日 アサヒＴＣ

ﾓﾄﾑﾗ　ﾀｶｼ 本村　孝 2023年2月20日

ﾓﾘｸﾞﾁ　ｹｲｺ 森口  恵子 2022年11月21日 TAGﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

ﾓﾘﾀ　ﾏﾁｺ 森田　真智子 2022年11月6日 テニス教室

ﾓﾘﾔ　ﾙﾐ 森谷　留美 2023年3月19日 FOCUS

ﾓﾘﾔﾏ　ｸﾐ 森山　久未 2022年11月21日 フリー

ﾓﾛﾐｻﾞﾄ　ﾅｵﾐ 諸見里　直美 2022年11月21日 TCμ

ﾔｶﾞ　ﾀｶｺ 屋我　敬子 2023年2月19日 あっちゃんず軍団

ﾔﾀ　ﾕｳﾏ 矢田　悠真 2023年3月19日 Betelgeuse

ﾔﾁｭｳﾀﾞ　ﾅﾅｺ 谷中田　那々子 2022年6月22日 HTJ

ﾔﾁｭｳﾀﾞ　ﾋﾛｷ 谷中田　洋樹 2023年2月22日 HTJ

ﾔﾉ　ｼﾞｭﾝｺ 矢野　淳子 2023年2月22日 スカーレット

ﾔﾋﾞｸ　ｱｲﾐ 屋比久　愛美 2022年11月20日

ﾔﾌｿ　ﾉﾘﾐﾂ 屋富祖　徳充 2023年4月16日 フリー

ﾔﾌｿ　ﾋｻｴ 屋富祖　寿枝 2022年11月16日 テニス教室

ﾔﾎﾞﾙ　ｼｼｺﾌ ﾔﾎﾞﾙ　ｼｼｺﾌ 2023年4月16日

ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾉﾘ 山内  昌紀 2023年3月19日 前島友の会

ﾔﾏｳﾁ ﾐﾁｺ 山内  三智子 2022年11月20日 沖縄病院

ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口　真一郎 2023年3月20日 ＭＲＳ

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋｻﾖｼ 山崎　久義 2022年10月16日 かりゆしテニス

ﾔﾏｼﾛ　ｹｲｺ 山城　圭子 2022年11月21日

ﾔﾏｼﾛ ｼﾝﾍﾟｲ 山城  晋平 2022年10月21日 あっちゃんず軍団

ﾔﾏｼﾛ　ﾐﾄﾞﾘ 山城　碧 2023年2月19日

ﾔﾏｼﾛ　ﾔｽｺ 山城　やす子 2023年4月7日 教室

ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲｼﾛｳ 山田　圭司朗 2023年2月22日

ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾓﾋｻ 山田　智久 2023年3月20日 SSS

ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｼﾋｻ 山田　義久 2022年11月5日 レジェンド

ﾔﾏﾈ　ｼｽﾞｶ 山根　しずか 2022年11月21日 首里森ＡＧ

ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾌﾐ 山根  洋史 2022年10月17日 首里森AG

ﾔﾏﾓﾄ　ﾁﾂﾞｶ 山本　千津香 2022年6月19日 アンパンマン

ﾔﾏﾓﾄ　ﾅﾘｺ 山本　奈理子 2022年11月21日

ﾔﾗ ﾄﾓﾑﾚ 屋良  朝群 2022年10月16日 TCμ



ﾔﾗ ﾉﾘﾊﾙ 屋良　憲治 2022年10月16日 かりゆしテニス

ﾔﾗ　ﾐﾂｺ 屋良　みつ子 2022年11月21日 いちごクラブ

ﾕｱｻ　ｹﾝｽｹ 湯浅　憲輔 2022年10月19日 MRS

ﾕｷｻﾞｷ　ﾕｳｽｹ 柚木崎　裕介 2022年10月21日 WS

ﾖｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 與儀  淳子 2022年11月21日 ＴＣＷｅ

ﾖｷﾞ　ﾏｻﾙ 与儀　優 2022年6月20日 テニスラウンジ糸満

ﾖｼｲ ｻﾁｺ 吉井  幸子 2022年11月20日 Flower:*F

ﾖｼｵｶ　ｾｲｲﾁﾛｳ 吉岡　聖一郎 2023年3月19日 SSS

ﾖｼｵｶ　ﾏｻﾋﾛ 吉岡　将広 2022年10月17日 ＨＴＪ

ﾖｼｶﾞ　ｲｸﾐ 芳賀　郁美 2023年4月16日 那覇ローン

ﾖｼｻﾞﾄ　ｼｮｳﾀ 吉里　昌太 2023年2月19日 ＮＡＮＪＯＹ

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 芳澤  亮 2023年3月19日 HEMTEC

ﾖｼﾀﾞ　ｱｷｵ 吉田　彰郎 2023年3月19日 高カロリーズ

ﾖｼﾀﾞ　ｾｲﾎ 吉田　成帆 2022年10月17日

ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂ 吉田  徹 2022年10月16日 TCμ

ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 吉田　靖範 2022年10月16日 航空局

ﾖｼﾅｶﾞ　ﾋﾛｼ 義永　寛 2023年4月7日 チームTRY

ﾖｼﾊﾏ　ｻﾔｶ 吉濱　さやか 2022年11月20日 あっちゃんず軍団

ﾖﾅｼﾛ　ｼｮｳｲﾁ 与那城　章一 2023年3月19日 玉城軍

ﾖﾅｼﾛ　ｼﾝﾔ 与那城　真也 2023年3月19日

ﾖﾅｼﾛ ﾃﾂﾏｻ 与那城　徹聖 2022年10月16日 SSS

ﾖﾅｼﾛ ﾄｼｶｽﾞ 与那城　敏一 2022年10月16日 名桜大学

ﾖﾅﾊ ﾖｼｺ 与那覇  ヨシ子 2022年6月19日 FF

ﾖﾅﾐﾈ ﾑﾂﾐ 与那嶺  睦美 2023年2月20日 SSS

ﾜｸｶﾞﾜ　ｼｹﾞﾄﾓ 湧川  重智 2023年2月22日 チームわくがわ

ﾜﾀﾞ　ｼﾝﾔ 和田　伸也 2023年2月19日 J1

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｾｲﾄ 渡辺　星斗 2023年4月16日 とくいち


