
ランキング 氏名 所属団体

本戦1 87 後藤 晶 プロ・フリー  

本戦2 134 永沼 和也 荏原湘南スポーツセンター  

本戦3 140 石川 智浩 美浜テニスガーデン  

本戦4 145 笠原 由麻 荏原湘南スポーツセンター  

本戦5 151 太田 智貴 相生学院高等学校  

本戦6 156 田中 泰男 田川テニスクラブ  

本戦7 162 斉藤 慶 霞ヶ関テニスパーク  

本戦8 163 渡辺 晃 フォローウインド  

本戦9 179 恩塚 理行 荏原湘南スポーツセンター  

本戦10 187 山岸 圭太郎 三菱電機  

本戦11 218 岡野 裕樹 福岡大学  

本戦12 260 寺本 嵩史 周南市役所  

予選1 319 久保田 隆一 柳川高校男子テニス部  

予選2 373 中山 耕治 ルネサンス福岡香椎  

予選3 381 森 雄紀 武雄テニスクラブ  

予選4 394 橋川 泰典 四日市工業高校  

予選5 420 細川 敬介 ブライトテニスセンター  

予選6 447 佐藤 光 ニッケテニスドーム名古屋  

予選7 519 清水 誠人 UBE72テニスクラブ  

予選8 527 古賀 拓也 エスタ諏訪野  

予選9 529 本村 豪基 柳川高校  

予選10 606 近藤 盛司 26T-style  

予選11 670 Mukai Sampei King and Queen Inc.  

予選12 670 Mukai Ryuma King and Queen Inc.  

予選13 750 山口 陸人 グリーンビレッジテニスクラブ  

予選14 837 伊藤 大海 グリーンビレッジテニスクラブ  

予選15 1038 田中 謙太朗 ウイナーズテニスカレッジ  

予選16 1124 水品 幸大朗 エスタ諏訪野  

予選17 1145 佐伯 直政 JR九州  

予選18 1164 末吉 鼓太朗 宮崎日大高校  

予選19 1462 井上 貴裕 柳川高校男子テニス部  

予選20 1462 寺川 海里 海の中道マリーナ&テニス  

予選21 1554 春山 慶太 柳川高校  

予選22 1554 Kozuma Yosuke G-Tech  

予選23 1554 岩原 竜也 柳川高校  

男子シングルス



ランキング 氏名 所属団体

予選24 1554 福嶋 健太郎 春日市テニス協会  

予選25 1554 黒木 千里 柳川高校  

予選26 杉山 岳大 折尾愛真高校  

予選27 松尾 彗史 柳川高校  

予選28 安西 大虎 鹿島高校  

予選29 吉川 叶 テニスラボ  

予選30 籔田 司 人丸テニスクラブ  

予選31 佐藤 成浩 立命館大学  

予選32 高橋 涼 TOTO  

予選33 成瀬 生 WATS  

予選34 岡崎 大倭 崇徳高校  

予選35 秋吉 大地 ※その他 （所属団体名をお知らせ下さい）  

予選36 小黒 邦彦 ※その他 （所属団体名をお知らせ下さい）  

予選37 森田 健介 柳川高校男子テニス部  

予選38 田中 未琉 柳川高校男子テニス部  

予選39 相原 一樹 サトウグリーンテニスクラブ  

予選40 本田 健人 熊本学園大学付属高校

予選41 宮田 陸 グランディールTC

予選42 梶原 颯大 折尾愛真高校

予選43 相馬 光志 柳川高校

予選44 蘭 大輔 海星高校

予選45 小川 智裕 屋島テニスクラブ

予選46 李 敏衡 柳川高校

予選47 WC 浦 修平 崇城大学



ランキング 氏名 所属団体

本戦1 81 小野 七星 G.T.S  

本戦2 111 川畑 このみ 荏原湘南スポーツセンター  

本戦3 112 奥田 順子 オフィス･ワキ  

本戦4 116 豊田 都 M&Y  

本戦5 119 長谷川 千紘 ESSC  

本戦6 122 今村 凪沙 尚絅高校  

本戦7 124 安部 有紗 MTS Jr.ACカラバッシュ校  

本戦8 135 小原 結実 山清テニスクラブ  

本戦9 146 本藤 咲良 高崎テニスクラブ  

本戦10 161 坂本 陽菜 宮崎日大高校  

本戦11 195 谷村 颯貴 team XS  

本戦12 205 日浦 朝香 庭球館  

予選1 214 山口 真琴 亜細亜大学  

予選2 259 丸古 陽女 やすいそ庭球部  

予選3 263 長澤 由佳 長崎国際大学  

予選4 346 酒井 凜 広陵高校  

予選5 381 宮田 杏香 相生学院高等学校  

予選6 620 白武 七海 鳥栖商業高等学校  

予選7 787 佐藤 成美 鳥栖商業高等学校

予選8 866 岡本 七海 トップアスリート神戸

予選9 藤島 瑠華 野田学園高校

予選10 牛尾 成美 九州文化学園高校

予選11 金山 晴菜 野田学園高校

予選12 岩本 奈都季 野田学園高校

予選13 衛藤 佳奈 野田学園

予選14 若林 芽衣 九州文化学園

予選15 WC 糸山 菜緒 グラスコート佐賀テニスクラブ  

女子シングルス



ランキング 氏名 所属団体

160 寺本 嵩史 周南市役所  
494 岡野 裕樹 福岡大学

 

581 田中 泰男 田川テニスクラブ  
98 石川 智浩 美浜テニスガーデン

 

665 本村 剛一 プロ・フリー  
330 本村 豪基 柳川高校

 

582 兼子 周大 アステム  
582 渡邉 仁史 アステム

 

294 古川 元樹 柳川高校  
岩原 竜也 柳川高校

 

474 久保田 隆一 柳川高校男子テニス部  
本田 健人 熊本学園大学付属高校  

694 井上 貴裕 柳川高校男子テニス部  
松尾 彗史 柳川高校

 

744 佐伯 直政 JR九州  
佐藤 成浩 立命館大学

 

824 春山 慶太 柳川高校  
籔田 司 人丸テニスクラブ

 

相馬 光志 柳川高校  
824 黒木 千里 柳川高校

 

安西 大虎 鹿島高校  
蘭 大輔 海星高校

 

岡崎 大倭 崇徳高校
秋吉 大地 ※その他 （所属団体名をお知らせ下さい）

田中 未琉 柳川高校男子テニス部

相原 一樹 サトウグリーンテニスクラブ

宮田 陸 グランディールTC  
小川 智裕 屋島テニスクラブ

 

李 敏衡 柳川高校  
森田 健介 柳川高校男子テニス部

 

、

予選5

男子ダブルス

本戦1

本戦2

本戦3

本戦4

予選8

予選9

本戦5

本戦6

予選1

予選2

予選3

予選4

予選6

予選7



ランキング 氏名 所属団体

305 今村 凪沙 尚絅高校
157 坂本 陽菜 宮崎日大高校

268 佐藤 成美 鳥栖商業高等学校
268 白武 七海 鳥栖商業高等学校

山口 真琴 亜細亜大学
188 長澤 由佳 長崎国際大学

545 宮田 杏香 相生学院高等学校
衛藤 佳奈 野田学園

牛尾 成美 九州文化学園高校
若林 芽衣 九州文化学園

岩本 奈都季 野田学園高校
金山 晴菜 野田学園高校

本戦6

女子ダブルス

本戦1

本戦2

本戦3

本戦4

本戦5


