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男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス - 本戦本戦本戦本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号

選手登録番号選手登録番号

選手登録番号 氏名

氏名氏名

氏名 所属団体

所属団体所属団体

所属団体

本戦1本戦1本戦1本戦1 M13373 黒田 純一 朝霞グリーンテニスクラブ

本戦2本戦2本戦2本戦2 M05657 渡辺 晃 フォローウインド

本戦3本戦3本戦3本戦3 M17733 福岡 勇成 テニスハウスfun

本戦4本戦4本戦4本戦4 M18427 今河 亮 Balle Blanche T.C

本戦5本戦5本戦5本戦5 M16916 斉藤 慶 霞ヶ関テニスパーク

本戦6本戦6本戦6本戦6 M06770 山岸 圭太郎 三菱電機

本戦7本戦7本戦7本戦7 M20478 山﨑 裕通 Tennis Bullet

本戦8本戦8本戦8本戦8 M18695 米田 至誠 ミナミグリーンテニスクラブ

本戦9本戦9本戦9本戦9 M19621 井上 黄峰 ルネサンス

本戦10本戦10本戦10本戦10 M15338 矢野 雄祐 海星高校

本戦11本戦11本戦11本戦11 M01594 細川 敬介 ブライトテニスセンター

本戦12本戦12本戦12本戦12 M09665 中村 信幸 江坂テニスセンター

本戦13本戦13本戦13本戦13 M18162 伊藤 誠治 ルネサンス熊本

本戦14本戦14本戦14本戦14 M21100 野瀬 顕 九州共立大学

本戦15本戦15本戦15本戦15 M01705 近藤 盛司 26T-style

本戦16本戦16本戦16本戦16 M18851 山田 尚征 福岡大学

本戦17本戦17本戦17本戦17 M15682 浅野 道春 九州大学

本戦18本戦18本戦18本戦18 M21710 山本 武志 ひろせ梱包運輸

本戦19本戦19本戦19本戦19 M20072 東 侑磨 STA

本戦20本戦20本戦20本戦20 M11413 森 雄紀 武雄テニスクラブ

本戦21本戦21本戦21本戦21 M21789 Mukai Ryuma King and Queen Inc.

本戦22本戦22本戦22本戦22 M21371 山口 直哉 ルネサンス福岡香椎

本戦23本戦23本戦23本戦23 M21825 佐伯 峻 熊本学園大学付属高校

本戦24本戦24本戦24本戦24 M18921 堤 優真 近畿大学

予選1予選1予選1予選1 M19368 岡野 裕樹 福岡大学

予選2予選2予選2予選2 M21909 水品 幸大朗 エスタ諏訪野

予選3予選3予選3予選3 M19275 梶谷 勇太 福岡大学

予選4予選4予選4予選4 M21379 春山 慶太 ライジングサンHJC

予選5予選5予選5予選5 M21926 阿部 和矢 福岡大学

予選6予選6予選6予選6 M50193 名越 大地 JWSA宮崎

予選7予選7予選7予選7 M21603 上野 健吾 九州共立大学

予選8予選8予選8予選8 M20780 西ノ村 尚也 九州共立大学

予選9予選9予選9予選9 M08746 近藤 敏伸 ローレルテニスクラブ



予選10予選10予選10予選10 M21881 林 叡鴻 トップラン

予選11予選11予選11予選11 M19069 秦 孝光 ＩＴＳインターナショナルテニススクール

予選12予選12予選12予選12 M21954 磯部 峻 福岡大学

予選13予選13予選13予選13 M19783 篠原 滉平 福岡大学

予選14予選14予選14予選14 M21951 久貝 太一 福岡大学

予選15予選15予選15予選15 M21655 久保田 耀介 九州共立大学

予選16予選16予選16予選16 M50119 坂口 豪 福岡大学

予選17予選17予選17予選17 M21755 松尾 俊太郎 福岡大学

予選18予選18予選18予選18 M50289 横竹 憂亮 ルネサンス

予選19予選19予選19予選19 M50710 日高 佑 ＪＷＳＡ大分

予選20予選20予選20予選20 M50123 藤 慎太郎 福岡大学

予選21予選21予選21予選21 M50136 馬越 健太 福岡大学

予選22予選22予選22予選22 M21159 岩下 純哉 フォロースルー

予選23予選23予選23予選23 M50872 本村 豪基 ブライトテニスセンター

予選24予選24予選24予選24 M50064 橋本 翔弥 グリーンビレッジテニスクラブ

予選25予選25予選25予選25 M50864 田中 亮大 福岡大学

予選26予選26予選26予選26 M50548 田口 和典 九州共立大学

予選27予選27予選27予選27 M19610 矢ノ川 歩 柳川高校

予選28予選28予選28予選28 M50877 黒木 千里 柳川高校
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男子ダブルス

男子ダブルス男子ダブルス

男子ダブルス - 本戦

本戦本戦

本戦

選手登録番号

選手登録番号選手登録番号

選手登録番号 氏名

氏名氏名

氏名 所属団体

所属団体所属団体

所属団体

M18079 君島 洋一 テニスハウスfun

M18077 木内 大輔 テニスハウスfun

M18427 今河 亮 Balle Blanche T.C

M20526 大西 賢人 HOS小阪テニスクラブ

M20736 元木 孝一郎 テニスハウスfun

M17733 福岡 勇成 テニスハウスfun

M20478 山﨑 裕通 Tennis Bullet

M18695 米田 至誠 ミナミグリーンテニスクラブ

M21951 久貝 太一 福岡大学

M19275 梶谷 勇太 福岡大学

M21954 磯部 峻 福岡大学

M19783 篠原 滉平 福岡大学

M18851 山田 尚征 福岡大学

M50136 馬越 健太 福岡大学

M21603 上野 健吾 九州共立大学

M21100 野瀬 顕 九州共立大学

M21655 久保田 耀介 九州共立大学

M50548 田口 和典 九州共立大学

M50864 田中 亮大 福岡大学

M15338 矢野 雄祐 海星高校

M50193 名越 大地 JWSA宮崎

M50872 本村 豪基 ブライトテニスセンター

M20072 東 侑磨 STA

M50877 黒木 千里 柳川高校

M50119 坂口 豪 福岡大学

M21755 松尾 俊太郎 福岡大学

M21379 春山 慶太 ライジングサンHJC

M19610 矢ノ川 歩 柳川高校

M19368 岡野 裕樹 福岡大学

M21926 阿部 和矢 福岡大学

本戦13本戦13本戦13本戦13

本戦14本戦14本戦14本戦14

本戦15本戦15本戦15本戦15

本戦7本戦7本戦7本戦7

本戦8本戦8本戦8本戦8

本戦9本戦9本戦9本戦9

本戦10本戦10本戦10本戦10

本戦11本戦11本戦11本戦11

本戦12本戦12本戦12本戦12

本戦1本戦1本戦1本戦1

本戦2本戦2本戦2本戦2

本戦3本戦3本戦3本戦3

本戦4本戦4本戦4本戦4

本戦5本戦5本戦5本戦5

本戦6本戦6本戦6本戦6
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女子シングルス女子シングルス女子シングルス女子シングルス - 本戦本戦本戦本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号

選手登録番号選手登録番号

選手登録番号 氏名

氏名氏名

氏名 所属団体

所属団体所属団体

所属団体

本戦1本戦1本戦1本戦1 F11015 森本 凪咲 PLUS LIST

本戦2本戦2本戦2本戦2 F04809 佐藤 朝子 西川口テニスクラブ

本戦3本戦3本戦3本戦3 F10483 小野 七星 G.T.S

本戦4本戦4本戦4本戦4 F03725 浜中 花梨 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

本戦5本戦5本戦5本戦5 F08906 奥田 順子 オフィス･ワキ

本戦6本戦6本戦6本戦6 F07354 木津 千草 TENNIS SUNRISE

本戦7本戦7本戦7本戦7 F10778 森 歩実 近大姫路大学

本戦8本戦8本戦8本戦8 F00245 豊田 都 M&Y

本戦9本戦9本戦9本戦9 F08665 緒方 葉台子 グラスコート佐賀テニスクラブ

本戦10本戦10本戦10本戦10 F08954 角矢 安鳩方 近大姫路大学

本戦11本戦11本戦11本戦11 F10051 長谷川 千紘 ESSC

本戦12本戦12本戦12本戦12 F11763 青木 萌 近大姫路大学

予選1予選1予選1予選1 F09943 園田 彩乃 日本大学

予選2予選2予選2予選2 F10896 岸上 歌華 相生学院高等学校

予選3予選3予選3予選3 F10534 高倉 千幸 西南女学院大学

予選4予選4予選4予選4 F11394 井本 海帆 宮崎日大高校

予選5予選5予選5予選5 F50032 宮原 三奈 キングフィッシャー

予選6予選6予選6予選6 F11468 中村 優里 熊本学園大学付属高校

予選7予選7予選7予選7 F50058 吉住 真希 福岡大学

予選8予選8予選8予選8 F09491 日浦 朝香 庭球館

予選9予選9予選9予選9 F02316 岡崎 宏美 瀬野川病院

予選10予選10予選10予選10 F50351 隈元 えりか 福岡大学


