
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 M19006 乾 祐一郎 NBテニスガーデン  

本戦2 M13373 黒田 純一 朝霞グリーンテニスクラブ  

本戦3 M15473 笠原 由麻 荏原湘南スポーツセンター  

本戦4 M05657 渡辺 晃 フォローウインド  

本戦5 M16916 斉藤 慶 霞ヶ関テニスパーク  

本戦6 M18427 今河 亮 Balle Blanche T.C  

本戦7 M02219 高橋 優 NTT東日本東京  

本戦8 M06770 山岸 圭太郎 三菱電機  

本戦9 M20478 山﨑 裕通 Tennis Bullet  

本戦10 M18695 米田 至誠 ミナミグリーンテニスクラブ  

本戦11 M20132 石川 頌季 レインボーTS都島  

本戦12 M19368 岡野 裕樹 福岡大学  

予選1 M21100 野瀬 顕 九州共立大学  

予選2 M18162 伊藤 誠治 ルネサンス熊本  

予選3 M10573 柏 祐輔 京都大学  

予選4 M20072 東 侑磨 STA  

予選5 M01594 細川 敬介 ブライトテニスセンター  

予選6 M18851 山田 尚征 福岡大学  

予選7 M19565 寺本 嵩史 徳山高専  

予選8 M01705 近藤 盛司 26T-style  

予選9 M20387 永田 和大 福岡大学  

予選10 M21747 榊原 颯 関西高校  

予選11 M21379 春山 慶太 ライジングサンHJC  

予選12 M21789 Mukai Ryuma King and Queen Inc.  

予選13 M19783 篠原 滉平 福岡大学  

予選14 M19610 矢ノ川 歩 柳川高校  

予選15 M19275 梶谷 勇太 福岡大学  

予選16 M50343 西岡 航 関西高校  

予選17 M21909 水品 幸大朗 エスタ諏訪野  

予選18 M21102 田村 知大 九州共立大学  

予選19 M50336 日浦 大貴 庭球館  

予選20 M20780 西ノ村 尚也 九州共立大学  

予選21 M21926 阿部 和矢 福岡大学  

予選22 M50114 東 大翔 福岡大学  

予選23 M20485 西田 浩輝 鹿屋体育大学  

予選24 M21954 磯部 峻 福岡大学  

予選25 M50771 内海 章紀  

予選26 M50379 Mukai Sampei King and Queen Inc.  

予選27 M21951 久貝 太一 福岡大学  

予選28 M21655 久保田 耀介 九州共立大学  

予選29 M50119 坂口 豪 福岡大学  

予選30 M21269 岡村 修平 鹿屋体育大学  

予選31 M50289 横竹 憂亮 ルネサンス  

第第第第48回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（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



予選32 M21949 高野 仁志 福岡大学  

予選33 M50710 日高 佑 ＪＷＳＡ大分  

予選34 M21755 松尾 俊太郎 福岡大学  

予選35 M50415 田中 竜輝 鹿屋体育大学  

予選36 M50123 藤 慎太郎 福岡大学  

予選37 M20699 原野 寛之 鹿屋体育大学  

予選38 M50864 田中 亮大 福岡大学  

予選39 M50548 田口 和典 九州共立大学  

予選40 M13736 兼子 周大 アステム  

予選41 M50420 柏木 涼吾 鹿屋体育大学  

予選42 M50173 藤永 啓人 長崎ゼロックスTC  

予選43 M20196 福嶋 健太郎 春日市テニス協会  

予選44 M51035 渡邉 仁史 アステム  

予選45 M51093 渡邊 晃大 ラフ  

予選46 M51040 辻上 亮 田川テニスクラブ  

予選47 M50998 町田 亮 柳川高等学校  

予選48 M51049 坂本 悠輔 九州共立大学  

予選49 M51048 後藤 寿也 九州共立大学  

予選50 M50577 原田 麗嗣 福岡大学  

予選51 M50564 鬼武 優太 九州共立大学  

予選52 M51087 賀川 拓也 福岡大学  

予選53 M51007 ヘルナンデス 亨 柳川高校  

予選54 M51089 河内 健 ラフ  

予選55 M20775 前﨑 直哉 関西高校  

予選56 M51098 古賀 拓也 エスタ諏訪野  

予選57 M51090 齊藤 直紀 鹿屋体育大学  

予選58 M50947 柳井 大貴  

予選59 M50946 木田 浩貴 九州共立大学  

予選60 M51015 尾崎 正敏  

予選61 M51077 内村 孝生 九州共立大学  



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

M18427 今河 亮 Balle Blanche T.C  

M20132 石川 頌季 レインボーTS都島  

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  

M18851 山田 尚征 福岡大学  

M19275 梶谷 勇太 福岡大学  

M21926 阿部 和矢 福岡大学  

M21954 磯部 峻 福岡大学  

M19783 篠原 滉平 福岡大学  

M50421 新田 成治 エスタ諏訪野  

M21909 水品 幸大朗 エスタ諏訪野  

M21655 久保田 耀介 九州共立大学  

M50548 田口 和典 九州共立大学  

M50114 東 大翔 福岡大学  

M21949 高野 仁志 福岡大学  

M20699 原野 寛之 鹿屋体育大学  

M50420 柏木 涼吾 鹿屋体育大学  

M51046 材木 力 グラスコート佐賀テニスクラブ  

M21100 野瀬 顕 九州共立大学  

M51035 渡邉 仁史 アステム  

M20485 西田 浩輝 鹿屋体育大学  

M51051 森 征太朗 九州共立大学  

M21102 田村 知大 九州共立大学  

M20387 永田 和大 福岡大学  

M51087 賀川 拓也 福岡大学  

M20072 東 侑磨 STA  

M51050 西上 尚志 西南学院大学  

M50864 田中 亮大 福岡大学  

M19733 田中 皓大 鹿児島国際大学  

M13736 兼子 周大 アステム  

M51015 尾崎 正敏  

M50122 班目 翔平 福岡大学  

M50123 藤 慎太郎 福岡大学  

M21755 松尾 俊太郎 福岡大学  

M50951 笛木 理津也  

M50956 佐藤 健太郎 九州共立大学  

M20780 西ノ村 尚也 九州共立大学  

M21269 岡村 修平 鹿屋体育大学  

M51090 齊藤 直紀 鹿屋体育大学  

M51049 坂本 悠輔 九州共立大学  

M50947 柳井 大貴  

第第第第48回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（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1

本戦2

本戦3

本戦4

本戦5

本戦6

予選1

予選2

予選3

予選4

予選5

予選6

予選7

予選8

予選9

予選10

予選11

予選12

予選13

予選14

予選15



M51094 中島 弘陽 福岡大学  

M51099 亀井 貴之 福岡大学  

M51007 ヘルナンデス 亨 柳川高校  

M50998 町田 亮 柳川高等学校  

M51077 内村 孝生 九州共立大学  

M50564 鬼武 優太 九州共立大学  

M51048 後藤 寿也 九州共立大学  

M50946 木田 浩貴 九州共立大学  

M51082 梶本 竜汰 柳川高校男子テニス部  

M51081 熊木 隆 柳川高校男子テニス部  

予選19

予選20

予選16

予選17

予選18



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 F10483 小野 七星 G.T.S  

本戦2 F04809 佐藤 朝子 西川口テニスクラブ  

本戦3 F03725 浜中 花梨 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ  

本戦4 F09742 秋山 みなみ Fテニス  

本戦5 F08906 奥田 順子 オフィス･ワキ  

本戦6 F10778 森 歩実 近大姫路大学  

本戦7 F07354 木津 千草 TENNIS SUNRISE  

本戦8 F09815 上吉原 あい USUI-PLYWOOD  

本戦9 F00245 豊田 都 M&Y  

本戦10 F11164 宇野 真彩 荏原湘南スポーツセンター  

本戦11 F10896 岸上 歌華 相生学院高等学校  

本戦12 F10051 長谷川 千紘 ESSC  

予選1 F09385 鈴木 玲子 湘南平テニスクラブ  

予選2 F11772 今村 凪沙 RKKルーデンステニス  

予選3 F11742 前田 彩華 鹿屋体育大学  

予選4 F09796 安上 明里 西南学院大学  

予選5 F11764 安田 幸穂 福岡大学  

予選6 F11756 長嵜 晴香 鹿屋体育大学  

予選7 F10593 長妻 遥奈 大阪教育大学  

予選8 F11493 大西 亜里沙 福岡大学  

予選9 F50058 吉住 真希 福岡大学  

予選10 F50248 伊藤 有希 福徳学院高校  

予選11 F50153 松本 妃那 ドリームテニススクール  

予選12 F10451 渡邉 夕貴 福岡大学  

予選13 F09491 日浦 朝香 庭球館  

予選14 F11246 小林 瑛美 鹿屋体育大学  

予選15 F50351 隈元 えりか 福岡大学  

予選16 F11752 東 佑希乃 ブライトテニスセンター  

予選17 F11597 大津 あかり 海の中道マリーナ&テニス  

予選18 F50438 渡邉 千桂  

予選19 F50387 足立 有香 グランディールTC  

予選20 F50368 杉元 小梅 九州共立大学  

予選21 F50422 五反田 萌里 鹿屋体育大学  

予選22 F11715 古賀 麻尋 ファインヒルズTC  

予選23 F11773 久光 志都佳 福岡大学  

予選24 F50412 平原 美咲 鹿児島純心女子高校  

第第第第48回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし /J1-2））））

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



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

F04809 佐藤 朝子 西川口テニスクラブ

F03725 浜中 花梨 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ

F11164 宇野 真彩 荏原湘南スポーツセンター

F09742 秋山 みなみ Fテニス

F11493 大西 亜里沙 福岡大学

F10451 渡邉 夕貴 福岡大学

F11778 今冨 七絵 西南学院大学

F09796 安上 明里 西南学院大学

F11773 久光 志都佳 福岡大学

F11764 安田 幸穂 福岡大学

F50422 五反田 萌里 鹿屋体育大学

F11742 前田 彩華 鹿屋体育大学

F11092 粥川 捺美 鹿屋体育大学

F50408 長野 加奈 グリーンヒルズI.T.S

F50058 吉住 真希 福岡大学

F50351 隈元 えりか 福岡大学

F50248 伊藤 有希 福徳学院高校

F50412 平原 美咲 鹿児島純心女子高校

本戦5

本戦6

第第第第48回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし回九州室内テニス選手権大会（賞金なし /J1-2））））

女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス女子ダブルス

予選1

予選2

予選3

本戦1

本戦2

本戦3

本戦4


