
【一般男子A 】 JTAランキング　第９週付 最終

団体名 団体県 クラブ代表者 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

ＡＱＵＡ A 福岡 原田 良玄 原田 良玄 池田 将太 西上 尚志 浦   修平
松根 達也
 八尋   健

ＡＱＵＡ B 福岡 原田 良玄 上村 拓也 水品 幸太郎 森本   圭 梯   隼人 濱本 和晃

EXTRACT 福岡 菅   弘樹 坂口   豪 1037 三戸谷 勇樹 菅   弘樹 白石 昭寿 桑原   純

JR九州 福岡 今林   泰 笛木 理津也 安増 篤史 上園 祥平 岩原 竜也 深田 颯平 本山 治樹

ONE 福岡 勝俣 卓海 勝俣 卓海 三尾 和輝 畑中 歳喜 澄川 琳太郎 染矢 和仁 星原   光

Ｔ-style26 TENNIS CLUB. 福岡 中原 隆博 本村 豪基 640 住江   武 永松 遼大 白津 信典 藤浪   功

九州電力 Ａ 福岡 仲村 元希 山尾 玲貴 84 古賀 大貴 115 石浦 純一 333 染矢 和隆 625 仲村 元希 657

九州電力 Ｂ 福岡 村上 彰啓 村上 彰啓 318 柿原 勇介 878 杉本 勇勅 1185 前原 健太朗 荒武 葉生 梶原 淳史

佐賀銀行 佐賀 濱川 和弘 安西 大虎 723 阿部 和矢 鈴木 宗生 中溝 宏司 菊地 祥太郎 濱川 和弘

西日本シティ銀行 福岡 大杉 啓吾 糸山 勇一郎 大杉 啓吾 近藤 祐樹 張間 大樹 大楽 久二
為末 隆文
 吉村   亮

㈱フォレストホールディングス 福岡 松本 淳平 岩崎 拓弥 渡邉 仁史 岡田 典之 牛島 大治 中原 翔平 岩永 格宜

ふくおかフィナンシャルグループ 福岡 上田 幸一郎 萬福 健太郎 木村 孝輝 山田 尚征 御山 颯郎 野田 将吾

福芳亭 福岡 新田 成輝 浅上   優 里崎 貴行 千阪   武 新田 成輝 岩尾   哲 河野 勝吾

フンドーキン 大分 鬼崎 克也 福田   光 485 中井 雄也 藤澤 浩輝 渡邊 智紀 梅野 晃正

三菱重工業テニス部 長崎 西村 和也 河村 悠太 𠮷田 唯将 松尾 剛志 田島 直嗣 西村 和也 山田 亮太

リンクスポーツ㈱ 大分 小坂 直樹 相原 一樹 56 相馬 光志 242 井上 諒風 272 首藤 知宏 飯田 貴大 宮崎 陸太

ルネサンス九州 A 福岡 池田   睦 山口 直哉 749 厨   勇武 中山 耕治 大音 厚弘

ルネサンス九州 B 福岡 池田　睦 中野 拓光 1086 横竹 憂亮 岡本 直樹 松本 直樹 池田　睦

レッツインドアテニススクール 福岡 里見 大河 里見 大河 中園 康太 蒲原 佳徳 伊藤 楽斗

［注］メンバーの変更又は追加は、大会初日の初戦開始30分前迄に1名に限り認めます。全ての選手は他種目に重複して出場できません。

[ チ ー ム 編 成 表 ]



[ チ ー ム 編 成 表 ]

【一般男子B 】 JTAランキング　第９週付 最終

団体名 団体県 クラブ代表者 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

ALPHA 熊本 内田 憲之 田中 研人 林   順慶 平岡 直樹 山口 洋平 内田 憲之 前田 陽平

EXTRACT ① 福岡 菅   弘樹 赤星 智也 木下 裕貴 宇平 圭吾 小林 怜生

EXTRACT ② 福岡 菅   弘樹 上田   翔 山下 慶太 湧川 朝久 村本 雄基 田頭 圭祐

LINKS 福岡 福田 光俊 大久保 秀則 鍵山   潤
今鉾浩一
朗

福田 光俊 岩本 一顕 柳   司郎

ＭＩＴ 福岡 横手 宏太 横手 宏太 金丸 正信 溝口 隆広 高田 雅也 辻   将也 村岡 拓也

ＰＬＡＣＥ A 福岡 末留 貴行 黒瀬 公大 藤木 徳英 品田 杏祐 田中 政仁 樋渡 健輔

ＰＬＡＣＥ B 福岡 末留 貴行 本田 智大 杉岡 晋弥 島谷  穂 渡部 裕祐 光岡   大 木戸 雄介

ＴＥＡＭ-Ｉ 福岡 網中 敏泰 金沢　信 藤井 裕也 網中 敏泰 西原 和宏 安達 英明

TIF A 福岡 高村 雅一 高橋 和孝 寺岡 義人 柿本 恭兵 丸尾 幸大 玉木 俊也

TIF B 福岡 高村 雅一 入江   元 柄谷 高徳 渡邊 翔太 藤田 慎司

コロニーグローブ 福岡 緒方 武則 中村 裕司 満尾 正弥 牛尾 拓郎 熱田 浩之 葛西 憲太郎 池田 貴誉

西部ガスローンテニスクラブ 福岡 川部 剛史 川部 剛史 浅野 雄策 浅尾 真士 佐藤 名以貴

てにてに 福岡 伊藤 光紀
斎藤 直也
 西崎 健太

沼田 俊太郎 折戸 亮輔 小林 紀輝 國定 慶太郎 伊藤 光紀

フンドーキン　A 大分 鬼崎 克也 坂本 聖樹 結城 健太 今古賀 淳平 小森 誠一郎

フンドーキン　B 大分 鬼崎 克也 今村   豪 山田 泰之 樋口 裕記 須佐 貴行 松本 智久

［注］メンバーの変更又は追加は、大会初日の初戦開始30分前迄に1名に限り認めます。全ての選手は他種目に重複して出場できません。



[ チ ー ム 編 成 表 ]

【一般男子C 】 JTAランキング　第９週付

団体名 団体県 クラブ代表者 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

NSEテニス同好会 福岡 石井 敬吾 山口 太一 永田 健人 森永 謙二郎 関   拓也 太田 惇丈 山﨑 伸也

ＰＬＡＣＥ A 福岡 末留 貴行 森崎 慶彦 古川 健一 田中 伸宗 古財   晋 馬場 龍太

ＰＬＡＣＥ B 福岡 末留 貴行 岳　剛和 森   鉄平 岡部 泰紀 松本 昌平 福永 研一郎

じゃがりこサンダース 福岡 中西 拓也 中西 拓也 晨   智海 吉岡 英彦 梶原 大雅

田川テニスクラブ 福岡 久良知 祥子 長友   充 岡部 剣之介 幸 健太郎 川畑 智浩 小川原 圭太

戸畑エースクラブ 福岡 馬場 善則 嶋津 哲幸 黒木 秀一 田中 哲司 山下 修充

三菱ケミカル㈱ 福岡 中山 尚紀 中山 尚紀 岸田   真 月田 友章 牟田 昭彦 三吉 俊彰 下村 拓也

門司ＬＴＣ 福岡 今藤   弘 今藤　弘 松平 洋次郎 上田 博文 池田   宏 柏崎 敏美

安川電機 福岡 秋庭 光男 高橋   肇 田邊 盛武 土屋 康一 安藤 圭太 秋庭 光男

［注］メンバーの変更又は追加は、大会初日の初戦開始30分前迄に1名に限り認めます。全ての選手は他種目に重複して出場できません。



[ チ ー ム 編 成 表 ]

【一般女子】 JTAランキング　第９週付

団体名 団体県 クラブ代表者 No　1 ＪＯＰ No　2 ＪＯＰ No　3 ＪＯＰ No　4 ＪＯＰ No　5 ＪＯＰ No　6 ＪＯＰ

EXTRACT 福岡 菅   弘樹 寺岡 菜美 坂村 綾奈 小林 千尋 六田 綾乃 三戸谷 真衣子

九州電力 福岡 円本 彩央里 宮原 三奈 138 今村 凪沙 330 池田 紗也 安田 幸穂 円本 彩央里

ファインヒルズＴＣ 福岡 四方田 好子 楠田 千恵 諌山 佳恵 長嵜 晴香 永田 奈津実 伊藤 有希 　

ふくおかフィナンシャルグループ 福岡 上田 幸一郎 萬福 あやみ 寺田 悠花 鐘江 真央 古閑 綾乃 波多野 聖子

フンドーキン 大分 鬼崎 克也 宮田 杏香 386 福島 瑛実 中島 つぐみ 円本 沙也香

［注］メンバーの変更又は追加は、大会初日の初戦開始30分前迄に1名に限り認めます。全ての選手は他種目に重複して出場できません。


