
第第第第69回回回回 九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（賞金なし賞金なし賞金なし賞金なし/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

No. 登録番号

登録番号登録番号

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

1 M19368 岡野 裕樹 福岡大学

2 M18851 山田 尚征 福岡大学

3 M15682 浅野 道春 九州大学

4 M18162 伊藤 誠治 ルネサンス熊本

5 M21710 山本 武志 ひろせ梱包運輸

6 M01705 近藤 盛司 26T-style

7 M19850 上村 哲平 TEAM KOMADA

8 M21789 Mukai Ryuma King and Queen Inc.

9 M21909 水品 幸大朗 エスタ諏訪野

10 M19783 篠原 滉平 福岡大学

11 M19275 梶谷 勇太 福岡大学

12 M21288 小峰 良太 ファインヒルズJr.

13 M21232 佐伯 遼 同志社大学

14 M21102 田村 知大 九州共立大学

15 M21655 久保田 耀介 九州共立大学

16 M50114 東 大翔 福岡大学

17 M50379 Mukai Sampei King and Queen Inc.

18 M20982 高木 隆英 福岡大学

19 M21951 久貝 太一 福岡大学

20 M21949 高野 仁志 福岡大学

21 M50119 坂口 豪 福岡大学

22 M20060 野口 寿行 ブリヂストンテニスハウス浦和

23 M21954 磯部 峻 福岡大学

24 M50123 藤 慎太郎 福岡大学

25 M50078 坪内 亮 神戸学院大学

26 M50548 田口 和典 九州共立大学

27 M50173 藤永 啓人 長崎ゼロックスTC

28 M50946 木田 浩貴 九州共立大学

29 M50971 後藤 修哉 九州共立大学

30 M20699 原野 寛之 鹿屋体育大学

31 M50936 高橋 涼 リョウ HAWAMOA

32 M50564 鬼武 優太 九州共立大学



33 M51049 坂本 悠輔 九州共立大学

34 M50398 横竹 憂亮 ルネサンス

35 M51202 神田 隆太郎 長住クラブ

36 M68746 近藤 敏伸 かようクラブ

37 M16363 森 泰一 太閤テニスクラブ

38 M19084 西川 康 佐賀グリーンテニスクラブ

39 M51045 大窪 幸一郎 VIVA! ファミリア

40 M51152 Mukai Daichi King and Queen Inc.

41 M51051 森 征太朗 九州共立大学

42 M51033 池田 将太 油山テニスクラブ

43 M51204 坂上 拓美 長崎海星高校



第第第第69回回回回 九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（九州毎日テニス選手権大会（賞金なし賞金なし賞金なし賞金なし/J1-2））））））））

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
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

No. 登録番号

登録番号登録番号

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

1 M19368 岡野 裕樹 福岡大学

M19275 梶谷 勇太 福岡大学

2 M21655 久保田 耀介 九州共立大学

M50548 田口 和典 九州共立大学

3 M21954 磯部 峻 福岡大学

M19783 篠原 滉平 福岡大学

4 M21951 久貝 太一 福岡大学

M21949 高野 仁志 福岡大学

5 M18851 山田 尚征 福岡大学

M50951 笛木 理津也

6 M50864 田中 亮大 福岡大学

M51087 賀川 拓也 福岡大学

7 M21232 佐伯 遼 同志社大学

M50114 東 大翔 福岡大学

8 M51051 森 征太朗 九州共立大学

M21102 田村 知大 九州共立大学

9 M50119 坂口 豪 福岡大学

M21755 松尾 俊太郎 福岡大学

10 M51049 坂本 悠輔 九州共立大学

M50564 鬼武 優太 九州共立大学

11 M50971 後藤 修哉 九州共立大学

M50946 木田 浩貴 九州共立大学

12 M50078 坪内 亮 神戸学院大学

M19084 西川 康 佐賀グリーンテニスクラブ

13 M51204 坂上 拓美 長崎海星高校

M50173 藤永 啓人 長崎ゼロックスTC

14 M51099 亀井 貴之 福岡大学

M50123 藤 慎太郎 福岡大学

15 M19682 柴田 圭 ルネサンス福岡大橋

M51207 石倉 駿 ルネサンス幕張

16 M16363 森 泰一 太閤テニスクラブ

池田 将太 油山テニスクラブ


