
第第第第23回九州ハードコート選手権大会（賞金なし回九州ハードコート選手権大会（賞金なし回九州ハードコート選手権大会（賞金なし回九州ハードコート選手権大会（賞金なし /J1-2））））

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 M20702 竹内 健人 荏原湘南スポーツセンター

本戦2本戦2本戦2本戦2 M15225 後藤 晶 国士舘大学

本戦3本戦3本戦3本戦3 M05657 渡辺 晃 フォローウインド

本戦4本戦4本戦4本戦4 M20598 藤森 和哉 荏原湘南スポーツセンター

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 M18438 田之上 晴樹 テニスハウスfun

本戦7本戦7本戦7本戦7 M20478 山﨑 裕通 M.T.Lab

本戦8本戦8本戦8本戦8 M19368 岡野 裕樹 福岡大学

本戦9本戦9本戦9本戦9 M16584 永沼 和也 荏原湘南スポーツセンター

本戦10本戦10本戦10本戦10 M21160 恩塚 理行 荏原湘南スポーツセンター

本戦11本戦11本戦11本戦11 M18851 山田 尚征 福岡大学

本戦12本戦12本戦12本戦12 M19621 井上 黄峰 ルネサンス

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 M21789 Mukai Ryuma King and Queen Inc.

本戦15本戦15本戦15本戦15 M21288 小峰 良太 ファインヒルズJr.

本戦16本戦16本戦16本戦16 M11413 森 雄紀 武雄テニスクラブ

本戦17本戦17本戦17本戦17 M15091 福井 たつま ファーイーストJr.TA

本戦18本戦18本戦18本戦18 M21909 水品 幸大朗 エスタ諏訪野

本戦19本戦19本戦19本戦19 M51107 田中 泰男 グローバルプロテニスアカデミー

本戦20本戦20本戦20本戦20 M20589 安上 昂志 柳川高校

本戦21本戦21本戦21本戦21 M01594 細川 敬介 ブライトテニスセンター

本戦22本戦22本戦22本戦22 M50379 Mukai Sampei King and Queen Inc.

本戦23本戦23本戦23本戦23 M01705 近藤 盛司 26T-style

本戦24本戦24本戦24本戦24 M20072 東 侑磨 西南学院大学

予選1予選1予選1予選1 M50710 日高 佑 GJA JAPAN Academy

予選2予選2予選2予選2 M50697 久保田 誠彬 柳川高校

予選3予選3予選3予選3 M50367 岡崎 勇都 龍谷高校

予選4予選4予選4予選4 M20162 古川 滉士 東洋大学附属牛久高校

予選5予選5予選5予選5 M21929 福岡 大雅 GJA JAPAN Academy

予選6予選6予選6予選6 M21812 川副 和紀 グラスコート佐賀テニスクラブ

予選7予選7予選7予選7 M19069 秦 孝光 ＩＴＳインターナショナルテニススクール

予選8予選8予選8予選8 M19268 北村 翔平 鹿屋体育大学

予選9予選9予選9予選9 M50159 上杉 旬生 福岡大学



予選10予選10予選10予選10 M51098 古賀 拓也 エスタ諏訪野

予選11予選11予選11予選11 M50119 坂口 豪 福岡大学

予選12予選12予選12予選12 M21607 糸山 隆介 鹿児島大学硬式庭球部

予選13予選13予選13予選13 M50190 高田 真緒 JWSA

予選14予選14予選14予選14 M51399 福原 建次郎 筑陽学園高等学校

予選15予選15予選15予選15 M08746 近藤 敏伸 ローレルテニスクラブ

予選16予選16予選16予選16 M51407 藤井 勇作 西南学院大学

予選17予選17予選17予選17 M50420 柏木 涼吾 鹿屋体育大学

予選18予選18予選18予選18 M51730 林 大地 鹿屋体育大学

予選19予選19予選19予選19 M51698 林田 誠

予選20予選20予選20予選20 M19257 池之上 理宇 東海大学

予選21予選21予選21予選21 M51740 深川 敬弘 鹿児島大学硬式庭球部

予選22予選22予選22予選22 M51723 森脇 亮太 鹿屋体育大学

予選23予選23予選23予選23 M51739 齋藤 光太朗 鹿児島大学硬式庭球部

予選24WC予選24WC予選24WC予選24WC M21320 栗山　拓也 柳川高校

予選25WC予選25WC予選25WC予選25WC Ｍ51433 相馬　光志 柳川高校

予選26WC予選26WC予選26WC予選26WC Ｍ51448 薮田　司 柳川高校

予選27WC予選27WC予選27WC予選27WC Ｍ21379 春山　慶太 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

M15225 後藤 晶 国士舘大学

M18438 田之上 晴樹 テニスハウスfun

M21951 久貝 太一 福岡大学

M19368 岡野 裕樹 福岡大学

M20072 東 侑磨 西南学院大学

M21949 高野 仁志 福岡大学

M51099 亀井 貴之 福岡大学

M50119 坂口 豪 福岡大学

M19268 北村 翔平 鹿屋体育大学

M51730 林 大地 鹿屋体育大学

M50420 柏木 涼吾 鹿屋体育大学

M51723 森脇 亮太 鹿屋体育大学

M51698 林田 誠

M19257 池之上 理宇 東海大学

M51740 深川 敬弘 鹿児島大学硬式庭球部

M51739 齋藤 光太朗 鹿児島大学硬式庭球部

Ｍ18851 山田　尚征 福岡大学

Ｍ50159 上杉　旬生 福岡大学

Ｍ21320 栗山　拓也 柳川高校

Ｍ50697 久保田　誠彬 柳川高校

Ｍ21379 春山　慶太 柳川高校

Ｍ51443 相馬　光志 柳川高校

坂本　曜隆 柳川高校

Ｍ20589 安上　昂志 柳川高校

Ｍ20702 竹内　健人 荏原樟南スポーツセンター

Ｍ20132 石川　頌季 レインボーＴＳ都島

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

本戦13WC本戦13WC本戦13WC本戦13WC

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9WC本戦9WC本戦9WC本戦9WC

本戦10WC本戦10WC本戦10WC本戦10WC

本戦11WC本戦11WC本戦11WC本戦11WC

本戦12WC本戦12WC本戦12WC本戦12WC
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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 F10483 小野 七星 G.T.S

本戦2本戦2本戦2本戦2 F10783 小林 真理香 いせはらチャンピオンテニスカレッジ

本戦3本戦3本戦3本戦3 F03725 浜中 花梨 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

本戦4本戦4本戦4本戦4 F10778 森 歩実 近大姫路大学

本戦5本戦5本戦5本戦5 F11687 小池 颯紀 広島市立美鈴ガ丘高等学校

本戦6本戦6本戦6本戦6 F09943 園田 彩乃 日本大学

本戦7本戦7本戦7本戦7 F09815 上吉原 あい USUI-PLYWOOD

本戦8本戦8本戦8本戦8 F11110 細木 祐佳 チームサテライト

本戦9本戦9本戦9本戦9 F08906 奥田 順子 オフィス･ワキ

本戦10本戦10本戦10本戦10 F00245 豊田 都 M&Y

本戦11本戦11本戦11本戦11 F10830 長船 香菜子 パブリックテニス小倉

本戦12本戦12本戦12本戦12 F10476 川畑 このみ 荏原湘南スポーツセンター

予選1予選1予選1予選1 F08531 杉原 里沙子 山の手倶楽部アーリーズ

予選2予選2予選2予選2 F10961 藤原 夕貴 相生学院高校

予選3予選3予選3予選3 F09385 鈴木 玲子 湘南平テニスクラブ

予選4予選4予選4予選4 F10051 長谷川 千紘 ESSC

予選5予選5予選5予選5 F09970 浜田 桃花 MAJOR

予選6予選6予選6予選6 F11763 青木 萌 近大姫路大学

予選7予選7予選7予選7 F09718 川筋 晶代 近大姫路大学

予選8予選8予選8予選8 F50334 鎌田 夏海 近大姫路大学

予選9予選9予選9予選9 F11742 前田 彩華 鹿屋体育大学

予選10予選10予選10予選10 F10714 久継 沙織 神戸親和女子大学

予選11予選11予選11予選11 F11715 古賀 麻尋 ファインヒルズTC

予選12予選12予選12予選12 F11287 石井 あづさ TCS

予選13予選13予選13予選13 F50412 平原 美咲 鹿屋体育大学

予選14予選14予選14予選14 F11043 宮田 杏香 相生学院高等学校

予選15予選15予選15予選15 F50727 徳安 莉菜 ブリヂストンテニスハウス久留米

予選16ＷＣ予選16ＷＣ予選16ＷＣ予選16ＷＣ Ｆ50422 五反田　萌里 鹿屋体育大学

予選17ＷＣ予選17ＷＣ予選17ＷＣ予選17ＷＣ Ｆ11756 長嵜　晴香 鹿屋体育大学
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女子ダブルス

女子ダブルス女子ダブルス

女子ダブルス - 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

F11687 小池 颯紀 広島市立美鈴ガ丘高等学校

F11287 石井 あづさ TCS

F11742 前田 彩華 鹿屋体育大学

F50412 平原 美咲 鹿屋体育大学

Ｆ50422 五反田　萌里 鹿屋体育大学

Ｆ11756 長嵜　晴香 鹿屋体育大学

Ｆ03725 浜中　　花梨 ひばりヶ丘新豊ＴＣ

Ｆ08531 杉原　里沙子 山の手倶楽部アーリーズ

F09943 園田 彩乃 日本大学

F11110 細木 祐佳 チームサテライト

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3ＷＣ本戦3ＷＣ本戦3ＷＣ本戦3ＷＣ

本戦4ＷＣ本戦4ＷＣ本戦4ＷＣ本戦4ＷＣ

本戦5ＷＣ本戦5ＷＣ本戦5ＷＣ本戦5ＷＣ


