
男子シングルス 【2022/4/7現在】
4月5日現在の『本戦』・『予選』の選手リストを発表します。4月9日(土）14時以降に予選ドローを
4月10日(日)14時以降に本戦ドローを発表します。
予選の日程は4月10日（日）のみとなりました。

選　手　名 所　　　　　属 第11週ﾗﾝｷﾝｸﾞ

本戦 1 相原 一樹 ROUGH福岡 56

本戦 2 福田 勝志 LUCENT ATHLETE WORKS 63

本戦 3 加藤 隆聖 LUCENT ATHLETE WORKS 115

本戦 4 有村 雄治 大阪成蹊大学 145

本戦 5 Kubo Takahiro prostar tennis 156

本戦 6 伊藤 時空 筑紫野ＬＴＣ 176

本戦 7 井出 真義 クリエイトTA 203

本戦 8 伊藤 飛翔 筑紫野LTC 230

本戦 9 小西 翔大 ターキーテニスクラブ 233

本戦 10 大槻 真寛 JOY&FUN 254

本戦 11 藤井 悠人 近畿大学 258

本戦 12 鈴木 大翔 名経大高蔵高校 264

本戦 13 井上 諒風 ラフ福岡 268

本戦 14 辻 陽平 福岡大学 282

本戦 15 相馬 光志 ラフ福岡 286

本戦 16 村上 彰啓 九州電力 316

本戦 17 渡辺 克真 ダイヤモンドテニスクラブ学園前 330

本戦 18 信原 世昂 庭球館 394

本戦 19 青木 響真 日本大学 410

本戦 20 藤浪 巧 福岡大学 446

本戦 21 森田 凌矢 法政大学 488

本戦 22 安井 景梧 JoG's 490

本戦 23 松坂 拓紀 クリエイトTA 495

本戦 24 小川 正統 チームラビット 514

本戦 25 吉川 漱亮 四ノ宮テニスクラブ 568

本戦 26 森 雄紀 武雄テニスクラブ 596

本戦 27 近藤 盛司 テニスフレンズ 652

本戦 28 堤 優希 日本経済大学 664

本戦 29 梶原 颯大 福岡大学 718

本戦 30 立石 圭 神戸学院大学 738

本戦 31 山口 永徒 筑陽学園高校 748

本戦 32 森岩 新 柳川高等学校 792

本戦 33 永井 慶人 pyon'z 835

本戦 34 山﨑 義孝 西条ロイヤルテニスクラブ 835

本戦 35 池松 篤志 神戸学院大学 850

本戦 36 小田 龍輝 ルネサンス広島 959

本戦 37 高橋 涼 TOTO 959

本戦 38 仲間 舜 日本大学 1067

本戦 39 酒井 俊輔 福岡大学 1089

本戦 40 山口 世峰 筑陽学園高校 1089

本戦 41 高妻 虎太郎 こたろう 福岡大学 1089

本戦 42 上妻 陽亮 RKKルーデンステニスクラブ 1089

本戦 43 武方 駿哉 柳川高校 1089

本戦 44 高氏 大斗 福岡大学 1194

本戦 45 小泉 連太朗 福岡大学 1194

本戦 46 黒田 雅貴 柳川高等学校 1194

本戦 47 狩行 紀希 鹿屋体育大学 1194

本戦 48 加藤 和 柳川高等学校 1194
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選　手　名 所　　　　　属 第11週ﾗﾝｷﾝｸﾞ

予選 1 WC 井藤 祐一 ライフ･エヌ･ピー 171
予選 2 WC 植田 涼太 東京国際大学 300
予選 3 古賀 亮宏 若久テニスクラブ 1281
予選 4 竹内 蓮 九州歯科大学

予選 5 森田 皐介 柳川高等学校

予選 6 長谷川 和真 山口テニスアカデミー

予選 7 花田 海翔 JWSA

予選 8 坪田 稜生 福岡パシフィックＴA

予選 9 小浜 守大郎 越来中学校

予選 10 石田 誠志郎 山口テニスアカデミー

予選 11 倉橋 明良 柳川高等学校

予選 12 久野 汰郎 福岡大学

予選 13 福原 聡馬 柳川高等学校

予選 14 福光 研太 山口テニスアカデミー

予選 15 近藤 曜司 山口テニスアカデミー

予選 16 平野 裕也 福岡大学

予選 17 牟田 憲司 福岡大学

予選 18 木河 瞭 team.縁

予選 19 友貞 喜惠 山口テニスアカデミー

予選 20 村上 京汰 日本体育大学

予選 21 力武 朋也 福岡パシフィックＴA

予選 22  原島 侑作 J STRUCT 欠場

予選 23 村上 真優 鹿屋体育大学

予選 24 大久保 蒼 福岡パシフィック

予選 25 大原 大知 筑陽学園高校

予選 26 笹木 優太 ブライトテニスセンター

予選 27 岩本 風音 山口テニスアカデミー

予選 28 WC 藤井 将輝 福岡大学

＊これ以降のウィズドローはサスペンションポイント付与対象となります。

　 また、エントリー料金の返金はいたしません。



【2022/4/7現在】

男子ダブルス

※全員本戦出場です。 4月10日(日)14時以降に本戦ドローを発表します。

選　手　名 所　　　　　属 第11週ﾗﾝｷﾝｸﾞ

本戦 1 有村 雄治 大阪成蹊大学 100
福田 勝志 LUCENT ATHLETE WORKS 63

本戦 2 伊藤 時空 筑紫野ＬＴＣ 124
加藤 隆聖 LUCENT ATHLETE WORKS 73

本戦 3 井上 諒風 ラフ福岡 92
相馬 光志 ラフ福岡 273

本戦 4 井出 真義 クリエイトTA 253
松坂 拓紀 クリエイトTA 283

本戦 5 北村 悠 ファインヒルズTC 127
森田 凌矢 法政大学 418

本戦 6 伊藤 飛翔 筑紫野LTC 132
堤 優希 日本経済大学 418

本戦 7 小川 正統 チームラビット 433
相原 一樹 ROUGH福岡 165

本戦 8 池松 篤志 神戸学院大学 293
立石 圭 神戸学院大学 367

本戦 9 仲間 舜 日本大学 395
青木 響真 日本大学 334

本戦 10 WC 植田 涼太 東京国際大学 192
福原 聡馬 柳川高等学校

本戦 11 WC 辻 陽平 福岡大学 392
藤井 将輝 福岡大学

本戦 12 WC 大槻 真寛 JOY&FUN 398
小西 翔大 ターキーテニスクラブ

本戦 13 小泉 連太朗 福岡大学 418
高妻 虎太郎 福岡大学

本戦 14 武方 駿哉 柳川高校 418
森岩 新 柳川高等学校

本戦 15 梶原 颯大 福岡大学 548
平野 裕也 福岡大学

本戦 16 山口 世峰 筑陽学園高校 609
山口 永徒 筑陽学園高校

本戦 17 森田 皐介 柳川高等学校 671
中島 稀里琥 柳川高等学校

本戦 18 村上 真優 鹿屋体育大学
狩行 紀希 鹿屋体育大学

本戦 19 岩本 風音 山口テニスアカデミー
近藤 曜司 山口テニスアカデミー

本戦 20 友貞 喜惠 山口テニスアカデミー
福光 研太 山口テニスアカデミー

本戦 21 上妻 陽亮 RKKルーデンステニスクラブ
安井 景梧 JoG's

本戦 22 石田 誠志郎 山口テニスアカデミー
長谷川 和真 山口テニスアカデミー

本戦 23 村上 京汰 日本体育大学
牟田 憲司 福岡大学

＊これ以降のウィズドローはサスペンションポイント付与対象となります。
　 また、エントリー料金の返金はいたしません。
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【2022/4/7現在】

女子シングルス
※全員本戦出場です。 4月10日(日)14時以降に本戦ドローを発表します。

選　手　名 所　　　　　属 第11週ﾗﾝｷﾝｸﾞ

本戦 1 西本 聖良 姫路大学 74

本戦 2 小林 杏菜 J STRUCT 95

本戦 3 山口 藍 プロ・フリー 105

本戦 4 宮原 三奈 九州電力 134

本戦 5 松本 祐華 TEAM MIYAMURA 142

本戦 6 宮原 千佳 第一薬科大学付属高校 143

本戦 7 井上 菜々未 第一薬科大学付属高校 149

本戦 8 若林 直美 マキシマムスポーツマインド 151

本戦 9 豊田 都 M&Y 154

本戦 10 繁益 春音 PLUS　LIST 167

本戦 11 森川 帆奈 覚王山テニスクラブ 177

本戦 12 小原 萌夢 Asch Tennis Academy 200

本戦 13 木河 優 第一薬科大学付属高校 211

本戦 14 井手 葵 筑紫野ＬＴＣ 245

本戦 15 倉岡 彩夏 日本経済大学 257

本戦 16 住吉 凜 第一薬科大学付属高校 290

本戦 17 上奥 ゆめ 柳川高等学校 314

本戦 18 今村 凪沙 鹿屋体育大学 330

本戦 19 美山 くらら ブライトテニスセンター 354

本戦 20 長家 実優 筑陽学園高校 372

本戦 21 森 音羽 BSSA久留米 392

本戦 22 西村 佳世 エース・テニス・カンパニー 400

本戦 23 藤本 夏鈴 ｂｌｏｗ ｕｐ 416

本戦 24 久津間 千紗 ラフ福岡 420

本戦 25 木村 英梨加 春日西ＴＣ 452

本戦 26 毛利 空 ブライトテニスセンター 539

本戦 27 本田 恵琉 山梨学院大学 593

本戦 28 長友 沙薫 ブライトテニスセンター 627

本戦 29 小林 一愛 姫路大学 629

本戦 30 田中 聖香 ITS九州 687

本戦 31 松岡 栞里 ブライトテニスセンター

本戦 32 松村 幸季 第一薬科大学付属高校

本戦 33 松村 歩輝 福徳学院高校

本戦 34 高橋 宝良 ミズノＴＳ

本戦 35 山口 倫慧綺 日本経済大学

本戦 36 紫村 晴香 ブライトテニスセンター

本戦 37 坪井 舞央 浮羽テニス倶楽部

本戦 38 橋冨 麻香 日本経済大学

＊これ以降のウィズドローはサスペンションポイント付与対象となります。

　 また、エントリー料金の返金はいたしません。

第76回 九州毎日テニス選手権大会(女子:賞金なし/J1-2)



【2022/4/7現在】

※オンラインウィズドロー後に改めて発表します。

女子ダブルス
※全員本戦出場です。4月10日(日)14時以降に本戦ドローを発表します。

選　手　名 所　　　　　属 第11週ﾗﾝｷﾝｸﾞ

本戦 1 松本 祐華 TEAM MIYAMURA 225

繁益 春音 PLUS　LIST 112

本戦 2 今村 凪沙 鹿屋体育大学 333

本田 恵琉 山梨学院大学 190

本戦 3 上奥 ゆめ 柳川高等学校 210

西村 佳世 エース・テニス・カンパニー 348

本戦 4 宮原 千佳 第一薬科大学付属高校 168

住吉 凜 第一薬科大学付属高校

本戦 5 井上 菜々未 第一薬科大学付属高校 178

木河 優 第一薬科大学付属高校

本戦 6 久津間 千紗 ラフ福岡 280

松村 幸季 第一薬科大学付属高校

本戦 7 ＷＣ 倉岡 彩夏 日本経済大学 535

山口 倫慧綺 日本経済大学

本戦 8 紫村 晴香 ブライトテニスセンター

長家 実優 筑陽学園高校

本戦 9 松岡 栞里 ブライトテニスセンター

毛利 空 ブライトテニスセンター

本戦 10 井手 葵 筑紫野ＬＴＣ

美山 くらら ブライトテニスセンター

＊これ以降のウィズドローはサスペンションポイント付与対象となります。

　 また、エントリー料金の返金はいたしません。

第76回 九州毎日テニス選手権大会(女子:賞金なし/J1-2)


