
本戦・予選・補欠（抽選）を掲載しました。予選のドローは11月20日(金)14時以降に発表します。
残念ながら補欠となり出場できない場合は、エントリー代金は振込にて返金致します。

【11月19日現在】

選手 Club Ranking ステータス Seed
本戦 1 相原 一樹 東京国際大学 69 DA 1
本戦 2 華谷 宗 ノア･インドアステージ 71 DA 2
本戦 3 梅岡 優大 ノア･インドアステージ 88 DA 3
本戦 4 入谷 涼太 テニスハウスfun 127 DA 4
本戦 5 渡辺 晃 フォローウインド 153 DA 5
本戦 6 大場 一樹 くにじま 154 DA 6
本戦 7 宮田 陸 筑陽学園高校 163 DA 7
本戦 8 斉藤 慶 霞ヶ関テニスパーク 170 DA 8
本戦 9 山岸 圭太郎 三菱電機 193 DA
本戦 10 武藤 智洋 Street Tennis 201 DA
本戦 11 伊藤 時空 筑紫野LTC 203 DA
本戦 12 長内 亮太 ノアインドアステージ名谷 205 DA
本戦 13 笹渕 力 筑陽学園高校 283 DA
本戦 14 中屋敷 勇人 近畿大学 286 DA
本戦 15 伊藤 飛翔 筑紫野LTC 302 DA
本戦 16 井上 諒風 ラフ福岡 360 DA
本戦 17 奥村 龍太郎 沖縄尚学高等学校 367 DA
本戦 18 高橋 涼 TOTO 375 DA
本戦 19 佐藤 大耀 東京国際大学 409 DA
本戦 20 藤浪 巧 福岡大学 502 DA
本戦 21 永野 拓実 神戸学院大学 509 DA
本戦 22 前川 政太郎 長崎国際大学 535 DA
本戦 23 福田 光 東海学園大学 578 DA
本戦 24 真栄田 珠 名古屋経済大学 595 DA
予選 1 伊藤 隆 ラフ福岡 625 Q 1
予選 2 石川 清太 神戸学院大学 639 Q WC 2
予選 3 山口 直哉 ルネサンス 647 Q 3
予選 4 堤野 竜司 柳川高校 655 Q 4
予選 5 鈴木 大翔 名古屋経済大学高蔵高校 655 Q 5
予選 6 浦川 慎太郎 筑紫野ＬＴＣ 669 Q 6
予選 7 有田 陽葵 J STRUCT 697 Q 7
予選 8 田中 雄大 神戸学院大学 697 Q 8
予選 9 大楽 慎太郎 大阪国際大学 740 Q
予選 10 安井 景梧 チームつばさ 766 Q
予選 11 信原 世昂 庭球館 833 Q
予選 12 松尾 彗史 柳川高校 878 Q
予選 13 大岐 優斗 シーガイアテニスアカデミー 878 Q
予選 14 石橋 侑依 ドリームTS 878 Q
予選 15 山口 永徒 ラフ福岡 878 Q
予選 16 池松 篤志 神戸学院大学 939 Q
予選 17 奥本 颯馬 神戸学院大学 939 Q
予選 18 立石 圭 神戸学院大学 Q
予選 19 大石 涼太 筑陽学園高等学校 Q
予選 20 安藤 百次郎 大阪体育大学 Q
予選 21 大賀 雄平 J STRUCT Q
予選 22 吉里 伸太 長崎国際大学 Q
予選 23 川崎 絢太 筑陽学園高等学校 Q
予選 24 宮口 滉平 大阪体育大学 Q
予選 25 森 健太郎 日本体育大学 Q
予選 26 蔵原 蓮 ※その他 （所属を登録下さい） Q
予選 27 川上 慶槇 PSF Q
予選 28 岡田 星翔 大阪体育大学 Q
予選 29 尾方 陸斗 西南学院大学 Q
予選 30 石橋 成依 駒澤大学 Q
予選 31 中川 智貴 名古屋経済大学 Q
予選 32 久保 勇颯 スター熊本庭球塾 Q
補欠 1 木口屋 飛翔 名古屋経済大学
補欠 2 星野 颯斗 大阪体育大学
補欠 3 落石 倫 海星高校
補欠 4 池畠 大生 大阪体育大学
補欠 5 川端 将暉 名古屋経済大学

第28回九州ハードコートテニス選手権大会

　　　男子シングルス出場予定者

補欠選手は予選初日11月21日(土)朝9時30分迄に
本部にてサインし、出場選手に欠場が出た場合は
予選に出場できます。　出場できなかった場合の
エントリー代金は、九州テニス協会から振込にて返
金します。



本戦・予選を掲載しました。予選のドローは11月20日(金)14時以降に発表します。

【11月19日現在】

選手 Club Ranking ステータス Seed

本戦 1 力石 優衣 プロ・フリー 48 1

本戦 2 古屋 美智留 プロ・フリー 57 2

本戦 3 中舘 夏美 東京国際大学 88 3

本戦 4 江藤 奈緒子 JAPAN Tennis Players Production 89 4

本戦 5 杉原 里沙子 山の手倶楽部アーリーズ 95 5

本戦 6 大橋 由奈 コートピア大泉テニスクラブ 96 6

本戦 7 久継 沙織 荏原湘南スポーツセンター 118 7

本戦 8 竹下 美穂 Jet Sports Entrance 125 8

本戦 9 豊田 都 M&Y 129

本戦 10 若林 直美 マキシマムスポーツマインド 131

本戦 11 眞鍋 楓果 姫路大学 148

本戦 12 宮原 千佳 第一薬科大学付属高校 169

本戦 13 大坪 花 第一薬科大学付属高校 170

本戦 14 園田 彩乃 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 179

本戦 15 新見 小晴 柳生園ＴＣ 198

本戦 16 井上 菜々未 TTU 220

本戦 17 星野 遥香 東京国際大学 231

本戦 18 萩原 花帆 東京国際大学 244

本戦 19 上奥 ゆめ 柳川高等学校 279

本戦 20 堀江 菜実 沖縄尚学高校 297

本戦 21 小林 杏菜 J STRUCT 297

本戦 22 森川 帆奈 覚王山テニスクラブ 314

本戦 23 木河 優 team.縁 321

本戦 24 水口 由貴 ドリームTS 321

予選 1 森 音羽 ブリヂズトン久留米 348 1

予選 2 丸山 晶帆 柳生園ＴＣ 360 2

予選 3 清水 真央 沖縄尚学高校 362 3

予選 4 橋本 幸美 テニスＤＩＶＯ 374 4

予選 5 長家 実優 アサヒ緑健久山TC 374 5

予選 6 下地 美満 沖縄尚学高校 374 6

予選 7 友寄 愛加理 沖縄尚学高校 420 7

予選 8 伊賀上 瑛穂 沖縄尚学高校 420 8

予選 9 當眞 寧菜 沖縄尚学高校 420

予選 10 轟木 陽菜 柳川高校 420

予選 11 安髙 日渚莉 ルーセントテニスアカデミー熊本 420

予選 12 床田 真唯 柳川高校

予選 13 大神 陽恵 日本体育大学

予選 14 畑田 優奈 NK tennis planning

予選 15 森 珠璃 福岡パシフィックＴA

予選 16 安廣 有純 グローバルアリーナ

予選 17 吉田 伊織 柳川高校

予選 18 西 萌花 西南学院大学

第28回九州ハードコートテニス選手権大会

女子シングルス出場予定者



本戦・予選を掲載しました。予選のドローは11月20日(金)14時以降に発表します。

【11月19日現在】

選手 Club Ranking ステータス Seed

本戦 1 梅岡 優大 ノア･インドアステージ 78 1

華谷 宗 ノア･インドアステージ 50

本戦 2 伊藤 時空 筑紫野LTC 214 2

伊藤 飛翔 筑紫野LTC 214

本戦 3 宮田 陸 筑陽学園高校 252 3

笹渕 力 筑陽学園高校 254

本戦 4 中屋敷 勇人 近畿大学 184 4

奥村 龍太郎 沖縄尚学高等学校 461

本戦 5 井上 諒風 ラフ福岡 323

伊藤 隆 ラフ福岡 366

本戦 6 堤野 竜司 柳川高校 395

野口 聡太 柳川高校 336

本戦 7 松尾 彗史 柳川高校 395

植田 涼太 柳川高等学校 348

本戦 8 奥本 颯馬 神戸学院大学 510

永野 拓実 神戸学院大学 267

本戦 9 田中 雄大 神戸学院大学 325

石川 清太 神戸学院大学 461

本戦 10 佐藤 大耀 東京国際大学

相原 一樹 東京国際大学 213

本戦 11 落石 倫 海星高校

藤浪 巧 福岡大学 378

本戦 12 川崎 絢太 筑陽学園高等学校

池松 篤志 神戸学院大学 461

予選 1 前川 政太郎 長崎国際大学 1

吉里 伸太 長崎国際大学 461

予選 2 木口屋 飛翔 名古屋経済大学 2

真栄田 珠 名古屋経済大学 510

予選 3 中川 智貴 名古屋経済大学

川端 将暉 名古屋経済大学

予選 4 安藤 百次郎 大阪体育大学

池畠 大生 大阪体育大学

予選 5 田口 輝 長崎国際大学

蔵原 蓮 ※その他 （所属を登録下さい）

予選 6 星野 颯斗 大阪体育大学

森 健太郎 日本体育大学

予選 7 石橋 侑依 ドリームTS

石橋 成依 駒澤大学

予選 8 宮口 滉平 大阪体育大学

岡田 星翔 大阪体育大学

第28回九州ハードコートテニス選手権大会

　　　男子ダブルス出場予定者　

WC



【11月19日現在】

ランキングに一部誤りがありましたので、訂正しました。(11/19)

選手 Club Ranking ステータス Seed

本戦 1 竹下 美穂 Jet Sports Entrance 102 1

若林 直美 マキシマムスポーツマインド 102

本戦 2 中舘 夏美 東京国際大学 99 2

園田 彩乃 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 124

本戦 3 大坪 花 第一薬科大学付属高校 255 3

宮原 千佳 第一薬科大学付属高校 189

本戦 4 星野 遥香 東京国際大学 339 4

萩原 花帆 東京国際大学 149

本戦 5 堀江 菜実 沖縄尚学高校 264

清水 真央 沖縄尚学高校 226

本戦 6 新見 小晴 柳生園ＴＣ 226

轟木 陽菜 柳川高校

本戦 7 水口 由貴 ドリームテニスクラブ

橋本 幸美 テニスDIVO

本戦 8 西 萌花 西南学院大学

大神 陽恵 日本体育大学

本戦 9 杉原 里沙子 山の手倶楽部アーリーズ

森川 帆奈 覚王山テニスクラブ

本戦 10 友寄 愛加理 沖縄尚学高校

當眞 寧菜 沖縄尚学高校

本戦 11 上奥 ゆめ 柳川高等学校

床田 真唯 柳川高校

本戦 12 下地 美満 沖縄尚学高校

伊賀上 瑛穂 沖縄尚学高校

WC

第28回九州ハードコートテニス選手権大会

WC

女子ダブルス出場予定者


