
【一般男子A 】

＃ 団体名 所属県 クラブ代表者 監督又は主将 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

1 ＡＱＵＡ 福岡 原田 良玄 原田 良玄 浦　 修平 322 原田 良玄 池田 将太 上村 拓也 梯　 隼人 八尋　　健

2 九州電力Ａ 福岡 仲村 元希 仲村 元希 染矢 和隆 194 村上 彰啓 256 古賀 大貴 407 仲村 元希 452 石浦 純一 749 前原健太朗

3 九州電力Ｂ 福岡 柿原 勇介 柿原 勇介 柿原 勇介 588 岡野 裕樹 598 帆足 政帆 川平 麗貴 梶原 淳史 黒木 啓孝

4 佐賀銀行 佐賀 濱川 和弘 濱川 和弘 濱川 和弘 阿部 和矢 中溝 宏司 菊地祥太郎 西村 隆徳 矢羽田 和宏

5 JR九州 福岡 今林   泰 本山 治樹 佐伯 直政 917 安増 篤史 深田 颯平 笛木理津也 川俣俊太郎 牧  　健太

6 田川テニスクラブ 福岡 久良知宗一郎 上床 昌幸 久保 将也 山辺   剛 堤   優真 小田原敦志 上床 昌幸

7 Ｔ-style26 TENNIS CLUB. 福岡 中原 隆博 住江   武 住江   武 白津 信典 徳永 幹史 永松 遼大 藤波   功 江口   遼

8 西日本シティ銀行 福岡 糸山勇一郎 為末 隆文 井上領太郎 糸山勇一郎 大杉 啓吾 西上 尚久 森   直人

9 (株)フォレストホールディングス 福岡 松本 淳平 松本 淳平 岩崎 拓弥 渡邉 仁史 岡田 典之 牛島 大治 中原 翔平 松本 淳平

10 福岡市役所A 福岡 菅  弘樹 菅  弘樹 坂口　 豪 三戸谷勇樹 菅  弘樹 白石 昭寿 桑原　 純

11 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 福岡 上田幸一郎 吉田 智和 山田 尚征 萬福健太郎 古森 慎吾 山口 大輝 鈴木 晟士 松永 貴成

12 ＰＬＡＣＥ 福岡 廣田 正毅 丸尾 幸大 玉木 俊也 角田 圭佑 青木 秀人 鬼武 亮太 丸尾 幸大 野村 耀一

13 フンドーキンＡ 大分 岡部 純兵 岡部 純兵 矢野 雄祐 中井 雄也 渡邊 智紀 岡部 純兵

14 フンドーキンＢ 大分 松木 智之 松木 智之 梶谷 勇太 村山 颯太 松木 智之 梅野 晃正

15 マイシン 長崎 穐山 弘明 中村 恒平 細川 敬介 611 中村 恒平 穐山 弘明 　 小坂 絢太 　 水品幸大朗 小堺 遠馬

16 三菱重工業テニス部 長崎 山田 亮太 林 隆太郎 吉田 唯将 河村 悠太 西村 和也 山田 亮太

17 ラフ 大分 大分 小坂 直樹 小坂 直樹 中越 克宜 緒方 康二 首藤 知宏 藤田 健斗 伊藤　 隆 宇都宮 魁

[ チ ー ム 編 成 表 ]



[ チ ー ム 編 成 表 ]
【一般男子B 】

＃ 団体名 所属県 クラブ代表者 監督or主将 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

1 ALPHA 熊本 内田 憲之 米須    新 高山   亮 林   順慶 前田 陽平 池田 辰徳 米須 　 新 内田 憲之

2 エスタ香椎 A 福岡 福田 光俊 福田 光俊 鍵山   潤 橋本 達明 福田 光俊 柳   司朗 大久保秀則

3 エスタ香椎 Ｂ 福岡 諸星 祐介 諸星 雄介 渡邊 翔太 篠崎 博人 大浦 恭平 諸星 雄介 梅崎 弘樹 萩原 淳史

4 ＭＩＴ 福岡 横手 宏太 横手 宏太 横手 宏太 溝口 隆広 高田 雅也 辻　 将也 行徳 祐介 村岡 拓也

5 Qt net 福岡 長野 真臣 佐藤　 功 佐藤　 功 岩橋 遼平 青木 佑介 長野 真臣

6 九州電力 福岡 小林 怜生 小林 怜生 溝邉 祐介 須崎 信之 大渕   航 小林 怜生 沖永 悠樹

7 コロニーグローブ A 福岡 緒方 武則 神代 策正 田村 祐貴 神代 策正 牛尾 拓郎 池田 貴誉 小山 雅之

8 コロニーグローブ B 福岡 緒方 武則 松原 宏和 福島　 翼 松原 宏和 後藤  貴士 小西 研也 緒方 武則

9 ＪＲ九州 Ｂ 福岡 今林    泰 大畑 剛史 髙橋 拓大 加藤    尚 笠田 祐一 大畑 剛史 赤木 淳一 倉岡 英典

10 スコット 福岡 坂本 大地 坂本 大地 寺岡 義人 坂本 大地 尾上友里也 柿本 恭兵 伊藤 佑輔

11 田川テニスクラブ 福岡 久良知宗一郎 久良知宗一郎 多久美夏樹 久良知宗一郎 坂本 悠輔 大平 　亮 原　卓磨

12 てにてに 福岡 伊藤 光紀 伊藤 光紀 折戸 亮輔 伊藤 光紀 小野 　功 小林 紀輝 萩原 隆博 國定慶太郎

13 No Saturdays, 福岡 西岡 和彦 西岡 和彦 徳島 拓郎 山本 一博 本田 智大 福本 龍馬 森本 裕也 西岡 和彦

14 西日本シティ銀行 福岡 糸山 勇一郎 為末 隆文 大楽 久二 為末 隆文 吉村　 亮 末吉 将和 工藤憲士郎 藤田 隆史

15 日本製鉄八幡 福岡 蓑田 孝一 尾形 康治 小林 拓登 江上 昌宏 佐藤 直也 志賀   新 鰺坂 祐介 尾形 康治

16 ＨＹＡＫＵＳＨＩＫＩ 大分 長友    充 長友   充 安部 健一 山下 尚哲 川畑 智浩 眞名子元樹 安部   誠 長友   充

17 福岡市役所B１ 福岡 田頭　圭介 菅　 弘樹 宇平 圭吾 東    慎吾 田頭 圭祐 山下 慶太

18 福岡市役所B２ 福岡 加藤 佑基 菅　 弘樹 加藤 佑基 前田 茂行 大森 貴央 中野　 武

19 SKTC 佐賀 古村 友二 上田 祐大 安部 駿志 渋田 雄飛 上田 祐大 原   勝久 古村 友二

20 ＰＬＡＣＥ A 福岡 廣田 正毅 末留 貴行 渡部 裕祐 日高 達朗 杉本 三将 小林 健一 近藤 祐樹 末留 貴行

21 ＰＬＡＣＥ B 福岡 廣田 正毅 藤木 徳英 藤木 徳英 品田 杏祐 岩元 優治 田中 政仁 長谷修太郎

22 フンドーキン 大分 鬼崎 克也 須佐 貴行 須佐 貴行 小森誠一郎 戸次　 真 鬼崎 克也 結城 健太 樋口 裕記

23 三菱重工業テニス部 長崎 郷古 恭平 林 隆太郎 田嶋 直嗣 松尾 剛志 大石 祥平 郷古 恭平



[ チ ー ム 編 成 表 ]
【一般男子C 】

＃ 団体名 所属県 クラブ代表者 監督or主将 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

1 有家テニスクラブ 長崎 橋本 大治 橋本 洪龍 橋本 洪龍 橋本 恭輔 橋本 大治 橋本 良一

2 春日病院Ⅰ 福岡 本村 春守 上野 義美 上野 義美 松山 良一 野村 和弘 村田 憲俊 福永   聡 廣岡 和彦

3 春日病院Ⅱ 福岡 本村 春守 本村 春守 本村 春守 原　 和彦 白石 隆佳 末松 千寿 竹松　 聡

4 戸畑エースクラブ Ⅰ 福岡 馬場 善則 嶋津 哲幸 馬場 善則 西井 章裕 田中 哲司 嶋津 哲幸

5 戸畑エースクラブ Ⅱ 福岡 馬場 善則 黒木 秀一 黒木 秀一 山下 修充 上田 修平 重田 諭敏

6 日本製鉄八幡A 福岡 蓑田 孝一 三浦 哲朗 三浦 哲朗 藤永 　隆 森田 正文 堤   正勝 矢島 大理 岩崎　 剛

7 日本製鉄八幡B 福岡 蓑田 孝一 山崎 伸也 小磯 卓巳 前田 勇吾 山崎 伸也 宮内 正武 洞口 光春

8 ＰＬＡＣＥ A 福岡 廣田 正毅 森崎 慶彦 田中 伸宗 森崎 慶彦 古戝   晋 廣田 正毅 古川 健一 穂本 啓介

9 ＰＬＡＣＥ B 福岡 廣田 正毅 本村 卓哉 秋山 駿介 岳　 剛和 梶原 杏平 本村 卓哉 宮島遼太郎

10 ベストスマイル 福岡 江刺 英二 江刺 英二 川浪 博之 池畠 篤史 江刺 英二 小山 義貴

11 ランチタイムテニスクラブ 福岡 野田 信次 野田 信次 野田 信次 脇野 善次 大野　 宏 大松 俊英 平木 幸司

12 Y・Ｔ・Ｃ 福岡 倉原 憲一 倉原 憲一 倉原 憲一 高原 秀樹 峯　 一士 中嶋 政司

【一般女子】

＃ 団体名 所属県 クラブ代表者 監督or主将 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

1 九州電力 福岡 仲村 元希 円本彩央里 宮原 三奈 169 池田 紗也 安田 幸穂 松尾　 楓 円本彩央里

2 ファインヒルズＴＣ 福岡 四方田好子 楠田 千恵 高祖真美華 249 大田理紗子 326 楠田 千恵 高山 舞子 清田 千尋 安藤 真視

3 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 福岡 上田幸一郎 上田 幸一郎 山口あやみ 吉住 真希 鐘江 真央 波多野聖子 古閑 綾乃


