
[ チ ー ム 編 成 表 ]
【壮年男子 】
＃ 団体名 所属県 チーム代表者 No　1 No　2 No　3 No　4 No　5 No　6 No　7 No　8

1 九州電力Ａ 福岡 立花 公康 佐藤 敬浩 中牟田 康 須崎 信之 松田 和真 牟田 寛樹 立花 公康

2 九州電力Ｂ 福岡 北村 弘光 目代 良児 北村 弘光 永島 仁志 東　　誠二 高山 真一 阪本   晶

3 九大ローンテニスクラブＡ 福岡 三宅 秀信 三宅 秀信 岡田 宜之 毎熊 成公 中牟田 研也 権藤 健太 池田 成史

4 九大ローンテニスクラブＢ 福岡 高屋   宏 高屋   宏 工藤 高裕 今泉 光弘 西屋    憲 末崎 哲弥 前原 伸一郎

5 久留米市テニス協会 福岡 西森 三晴 中島 輝国 西森 三晴 小出 高士 室園 徹夫 村島    修 井上  幹生 馬場 一智

6 ＫＷテニスチーム 福岡 要　　武志 要　　武志 上久保　徹 関　　孝人 長友 克巳 岩橋 省蔵 伊藤 忠大 上野 智博 櫻井 圭一

7 ＳＵＭＣＯ 佐賀 田代 隆典 田代 隆典 増田 純久 木原 誉之 岩本 美智男 菊地 宏樹 木下 浩法 遠藤 浩幸

8 手入酒八人組 福岡 高口 孝信 福母 祐二 高口 孝信 浦　  健史 梅崎 光治 中島 和雄 井上 徳雄 石橋 隆宏

9 ｔｅａｍ 縁 福岡 佐藤 益雄 花園 弘志 平野 好裕 増永　 健 平間 真治 佐藤 益雄 三宅 武之

10 長住テニスクラブ 福岡 田中　 直 木塚 信二 賀来 祐輔 北本 浩一 田畑 耕一郎 廣松 洋一 久木田 明寛 田中　 直

11 日本製鉄八幡 福岡 野間　 廉 尾田 幸生 三浦 哲郎 小野 敏孝 藤永　　隆 尾形 康治 野間　 廉

12 ｈｉｒａｉ ＴＳ 福岡 福田   博 福田   博 松本 圭右 小柳 正幸 小田 浩司 浦上 泰英 平井　 崇 山方 辰美 木村 和美

13 (株)ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 福岡 上田 幸一郎 中川 康司 徳永 智雄 矢野 正文 宮本 英二 田邊   肇 上田 幸一郎

14 若久テニスクラブ 福岡 妹尾 啓志 竹田 虎彦 西村 哲夫 畑中 剛二 中川 宏彰 山田 暢彦 妹尾 啓志 織田 善貴



[ チ ー ム 編 成 表 ]

【壮年女子 】
＃ 団体名 所属県 チーム代表者 No　1 No　2 No　3 No　4 No　5 No　6 No　7 No　8

1 油山テニスクラブ 福岡 松林 なおみ 松林 なおみ 花園 多恵子 後藤 美香 前原 春美 三宅　かおり 中西 里子

2 エスタインドアＴＳ 福岡 八木 洋子 安部 智美 岩本 由美子 八木 洋子 平田 尚美 山内 千雪

3 ファインヒルズTC 福岡 津曲 くみ 城下 理架 蓑田 奈津巳 黒川　由美子 津曲 くみ 吉村 弘美 坂田 恵美

4 グローバルアリーナ 福岡 吉岡　かをる 角田 久美恵 山下 めぐみ 大槻 良子 前川 美奈子 村山 悟子 吉岡　かをる

5 日本製鉄八幡 福岡 松本 早苗 松本 早苗 若狭 祐子 小野 朱実 野見山 多恵子 高崎 映美 今岡　真理

6 スプラージ　 福岡 重松　  忍 重松　  忍 諸熊 久美子 東　  清美 羽子田 朋子 太田 香穂里 後藤　貴子 本田　真紀子 山部 宜香

7 テニスフレンズ 福岡 松本 真奈美 石井 幸子 川口 清美 久野　美貴子 松本 真奈美 新原  　彩 矢野 陽子 宇治野 博子 松永 美保子

8 ファミリークラブ 福岡 黒木 郁子 髙田 久美予 木下 一恵 耳塚 美香 竹本 恵美 西田 聖子 黒木 郁子

9 門司ＬＴＣ 福岡 藤山 敦子 藤山 敦子 森田 智保 小森 久美 山本    律 末次 寛子

10 若久ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 福岡 野見山 あずみ 賀来 由紀子 萩　  眞澄 藤田 美代子 西村 三也子 松崎 裕子 野見山 あずみ



[ チ ー ム 編 成 表 ]
【シニア男子 】

＃ 団体名 所属県 チーム代表者 No　1 No　2 No　3 No　4 No　5 No　6 No　7 No　8

1 サステゴクラブ 福岡 久世    進 城島　　勇 渡辺 利行 中家 啓太 湧川 朝宏 久世    進 深野木 隆 田中 慎一郎

2 ＴＴＵ　Ａ 福岡 神山 幸夫 大勝 省三 神山 幸夫 江上 良三 木村 和雄 川谷 圭次郎 米森 太郎 安永　　誠

3 ＴＴＵ　Ｂ 福岡 執行　 信 執行　 信 新城    彰 平田 博之 田川 陽一郎 宮城 光廣 西川　　澄 弥永 秀昭

4 長住テニスクラブ A 福岡 安東 和男 園井 浩二 長久 豊樹 安永 清美 安東 和男 松島 俊夫 伊原 徳雄 深水    良 市岡 福雄

5 長住テニスクラブ B 福岡 鈴木 文男 鈴木 文男 帖影 隆男 西村 充生 西原 正二郎 久木田 国広 信末 浩明 杉村 逸男 米　純生

6 別府ローンテニスクラブ
大分 小崎　　修 小崎　　修 木村 実春 堀    和已 首藤 純一 矢野    亨 三ヶ尻 英治 金子 保生 改　  啓一

7 木陽会　Ａ 福岡 副島 芳郎 武末 英男 新宮 米夫 副島 芳郎 宮里 正徳 末次 秀成 松浦 孝志 高地 三人奈 中野 隆正

8 木陽会　Ｂ 福岡 大野 周二 大野 周二 江口 憲二 原田 忠明 原　 康雄 永松 岩雄 森　　哲男 池増 英治 秋本 廣実

9 若久テニスクラブ 福岡 福田文夫 萩   正春 永田 昭治 境 浩三郎 伊豆 和男 黒木一方 辰馬　　繁 福田文夫 久保田 稔

【シニア女子 】
＃ 団体名 所属県 チーム代表者 No　1 No　2 No　3 No　4 No　5 No　6 No　7 No　8

1 油山テニスクラブ 福岡 安田 勢都子 佐々木 照子 島田 恵美子 塚本 一恵 山崎 博子 山下 佐余子 安田 勢都子 松田 三和子

2 大野城ＴＡ 福岡 有村 成子 秋本 順子 青木 恵美子 有村 成子 新形 光子 下田 裕紀子 志方 通子 高野 陽子

3 コロニーグローブ 福岡 増田 留里子 深川 英子 相良 勝美 増田 留里子 百田 栄子 高瀬 アメリア 山下 明子 月川 律子

4 日本製鉄八幡 福岡 田端 芳子 野畑 恵子 森田    緑 三浦 光代 山下 英子 久保田 哲子 田端 芳子 川田 壽子


