
【 歴　代　優　勝　者 】

単 複 単 複
第２０回 U-18 岩渕　　聡 岩渕　　聡（柳川高） 緒方    舞 緒方　舞（柳川高）

H．　5年 （柳川高） 寺内　寿雄 (柳川高） （柳川高） 拝郷　愛（柳川高）

九州国際TC U-16 北沢　竜一 原口　善行（柳川高） 松本 絵梨花 内村美奈子（筑紫女学園高）

（柳川高） 恒松　和仁（柳川高） （柳川高） 西村　多恵（筑紫女学園高）

第２１回 U-18 山下　　剛 山下　　剛（柳川高） 川村久美子 川村久美子（柳川高）

H．　6年 （柳川高） 中沢　博俊（柳川高） 内村美奈子 与那覇理枝（柳川高）

春日公園 U-16 小林　真吾 小野田倫久（柳川高） 鶴原　愛子 四方田涼子（柳川高）

（柳川高） 福本　　純（柳川高） （筑紫女学園高） 諫山　佳恵（九州国際TC）

第２２回 U-18 恒松　和仁 小野田倫久（柳川高） 与那覇倫乃 鶴原　愛子（筑紫女学園高）

H．　7年 （柳川高） 杉山　記一（柳川高） （柳川高） 内村美奈子（筑紫女学園高）

春日公園 U-16 加藤　季温 岸本　歩（柳川高） 樋口　好未 樋口　好未（柳川高）

（柳川高） 加藤　季温（柳川高） （柳川高） 橋口　美玲（柳川高）

第２３回 U-18 本村　浩二 福本　　純（柳川高） 樋口　好未 鶴原　愛子（筑紫女学園高）

H．　8年 （柳川高） 佐竹　君仁（柳川高） （柳川高） 福山　成実（筑紫女学園高）

博多の森 U-16 石崎　淳一 原口　　崇（柳川高） 西村美穂子 西村美穂子（中央ｲﾝﾄﾞｱ）

（柳川高） 新田　成治（柳川高） （中央ｲﾝﾄﾞｱ） 篠原　春奈（斉藤ﾃﾆｽｼｮｯﾌﾟ）

第２４回 U-18 陳　　建夫 山高　直史（柳川高） 三口　奈穂 石浦ひとみ（筑紫女学園高）

H．　9年 （柳川高） 原口　　崇（柳川高） （柳川高） 田中　裕美（筑紫女学園高）

博多の森 U-16 比嘉　明人 比嘉　明人（柳川高） 田川真利子 出口　祐子（柳川高）

九州国際TC （柳川高） 新田　成輝（柳川高） （柳川高） 田川真利子（柳川高）

第２５回 U-18 仲江川欣英 仲江川欣英（柳川高） 田川真利子 田川真利子（柳川高）

H．10年 （柳川高） 潘　　瑞鴻（柳川高） （柳川高） 出口　祐子（柳川高）

博多の森 U-16 末田　　英 末田　　英（柳川高ｸﾗﾌﾞ） 諫山　佑美 山口　沙紀（柳川高）

（柳川高ｸﾗﾌﾞ） 新田　成輝（柳川高ｸﾗﾌﾞ） （メビウス） 山下　瑞穂（柳川高）

第２６回 U-18 末田　　英 堂野　大和（柳川高） 福井　由佳 出口　祐子（柳川高）

H．11年 （柳川高） 奥野　洋平（柳川高） （柳川高） 尾園　　操（柳川高）

春日公園 U-16 渡辺　　健 渡辺　　健（柳川高） 藤井　麻衣 小林　佳子（柳川高）

（柳川高） 米澤　　翔（柳川高） （福岡春日LTC） 柚木崎由奈（柳川高）

第２７回 U-18 末田　　英 末田　　英（柳川高） 小林　佳子 山口　沙紀（柳川高）

H．12年 （柳川高） 乾　祥一郎（柳川高） （柳川高） 山下　瑞穂（柳川高）

春日公園 U-16 浅野　弘辞 山下晋史朗（修猷館高） 藤井　麻衣 柚木崎みなみ（柳川高）

（柳川高） 野瀬　優助（九国大付高） （福岡春日LTC） 森　裕美（柳川高）

第２８回 U-18 權　　東洙 權　　東洙（柳川高） 藤代　春香 小林　佳子（柳川高）

H．13年 （柳川高） 石内　良幸（柳川高） （筑陽学園高） 柚木崎　由奈（柳川高）

春日公園 U-16 森岡　佑介 酒井　克己（柳川高） 古賀　淳美 柚木崎みなみ（柳川高）

（柳川高） 森岡　佑介（柳川高） （柳川高） 矢崎　朋美（柳川高）

第２９回 U-18 權　　亨胎 浅野　弘辞（柳川高） 藤代　春香 古賀　淳美（柳川高）

H．14年 （柳川高） 權　　亨胎（柳川高） （筑陽学園高） 中村　遼（柳川高）

春日公園 U-16 池野新八郎 吉備　雄也（柳川高） 古賀　愛美 石田　美帆（北九州ｳｴｽﾄ）

（春日西TC） 小山　慶大（柳川高） （柳川高ｸﾗﾌﾞ） 古賀　愛美（柳川高ｸﾗﾌﾞ）

第３０回 U-18 小山　慶大 小山　慶大（柳川高） 古賀　淳美 古賀　淳美（柳川高）

H．15年 （柳川高） 吉備　雄也（柳川高） （柳川高） 中村　遼（柳川高）

春日公園 U-16 高木　 透 遠山　雄一（柳川高） 福井　恵実 古賀　愛美（筑陽学園高）

（柳川高） 佐古　浩輔（柳川高） （柳川高） 中野　佑美（筑陽学園高）

第３１回 U-18 呉 　成民 高木　智央（柳川高） 古賀　愛美 古賀　愛美（筑陽学園高）

H．16年 （柳川高） 伊藤　　学　（柳川高） （筑陽学園高） 中野　佑美（筑陽学園高）

春日公園 U-16 片山　 翔 小野田　賢（柳川高） 重藤真知子 重藤真知子（筑陽学園中）

（大川TA） 緒形　昌樹（柳川高） （筑陽学園中） 森　　麻子（筑陽学園高）

第３２回 U-18 國盛　充知人 佐藤　優介（九国大付高） 福井　恵実 古賀　愛美（筑陽学園高）

H．17年 （柳川高） 清家　　光（九国大付高） （柳川高） 中野　佑美（筑陽学園高）

春日公園 U-16 片山 　翔 高瀬　啓介（柳川高） 重藤真知子 重藤真知子（筑陽学園中）

（柳川高） 遠藤　修平（柳川高） （筑陽学園中） 前田　千夏（筑陽学園中）
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第３３回 U-18 片山　 翔 井上　貴博（柳川高） 末次　真由子 末次 真由子（柳川高）

H．18年 （柳川高） 國盛　充知（柳川高） （柳川高） 大島　沙紀 （柳川高）

春日公園 U-16 平川　泰久 塩田　裕司（柳川高） 前田　千夏 中野　亜美（筑陽学園中）

（柳川高） 森下　優介（柳川高） （筑陽学園中） 前田　千夏（筑陽学園中）

第３４回 U-18 金　 浄泰 西　　優馬（柳川高） 重藤　真知子 重藤真知子（筑陽学園高）

H．19年 （柳川高） 金　　浄泰（柳川高） （筑陽学園高） 前田　千夏（筑陽学園高）

春日公園 U-16 片谷　祥吾 片谷　祥吾（柳川高） 江口　実沙 濱田　美輝 （柳川高）

（柳川高） 平岡　晃信（柳川高） （福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ） 大石　加奈子（柳川高）

第３５回 U-18 西　 優馬 平岡　晃信（柳川高） 前田　千夏 柳瀬　洋子（柳川高）

H．20年 （柳川高） 片谷　祥吾（柳川高） （筑陽学園高） 千葉　彩沙（柳川高）

春日公園 U-16 西田　昇吾 新屋　良介（柳川高） 松永　さやこ 松永　さやこ(ITS九州）

（柳川高） 西田　昇吾（柳川高） （ＩＴＳ九州） 　宮地　真知香（門司LTC）

第３６回 U-18 岩見　直哉 岩見　直哉（柳川高） 濱田　美輝 濱田　美輝 （柳川高）

H．21年 （柳川高） 嶋田　雄太（柳川高） （柳川高） 大石　加奈子（柳川高）

春日公園 U-16 斉藤　裕史 小坂　絢太（柳川高） 宮地　真知香 定兼　由佳 （柳川高）

（柳川高） 本田　智大（柳川高） （門司ＬＴＣ） 松永　さやこ（柳川高）

第３７回 U-18 尾方　祐太 西田　昇吾（柳川高） 宮地　真知香 定兼　由佳 （柳川高）

H．22年 （柳川高） 斉藤　裕史（柳川高） （折尾愛真ＴＣ） 松永　さやこ（柳川高）

春日公園 U-16 増尾　怜央楠 小坂　絢太（柳川高） 園田　彩乃 円本　彩央里（柳川高）

（柳川高） 本田　智大（柳川高） （海の中道Ｍ＆Ｔ) 久光　志都佳（柳川高）

第３８回 U-18 井上　敬博 塚越　雄人（柳川高） 宮地　真知香 岩﨑　真美 （柳川高）

H．23年 （柳川高） 増尾怜央楠（柳川高） （折尾愛真高） 廣田　真帆 （柳川高）

春日公園 U-16 坂本　遥一郎 古川　将樹（柳川高） 大石　歩美 梶　　杏菜 （柳川高）

（油山ＴＣ） 村上　　誠（柳川高） （柳川高） 円本　彩央里（柳川高）

第３９回 U-18 井上　敬博 井上　敬博（柳川高） 田中　美里 円本　彩央里（柳川高）

H．24年 （柳川高） 申　　昇勲（柳川高） （柳川高） 久光　志都佳（柳川高）

春日公園 U-16 田中　啓太 町田　　亮（柳川高） 岸川　れいら 山村　寿莉(ｱｻﾋ緑健久山ＴＣ）

（福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ） ヘルナンデス亨（柳川高） （ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC） 　伊藤　有希（ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ）

第４０回 U-18 河野　優平 遠藤　奨矢（柳川高） 大石　歩美 河原　未佳 （柳川高）

H．25年 （柳川高） 平田　龍一（柳川高） （柳川高） 馬場　奈々瀬（柳川高）

春日公園 U-16 安上　昂志 安上　昂志（柳川高） 坂本　はな 中島ゆりか(福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ）

（柳川高） 久保田誠彬（柳川高） （油山ＴＣ） 　大村　千乃（ＤＩＶＯ）

第４１回 U-18 安上　昂志 町田　　亮（柳川高） 川田　実央 福元　美友　（折尾愛真高）

H．26年 （柳川高） ヘルナンデス亨（柳川高） （柳川高） 藤田　彩花　（折尾愛真高）

春日公園 U-16 相馬　光志 山中　恭平（柳川高） 宮原　三奈 副島こころ（春日西TC）

（折尾愛真中) 栗原　　巧（柳川高） （ＴＦＴＣ） 宮原　三奈  （ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ）

第４２回 U-18 安増　篤史 安上　昂志（柳川高） ハム ウンジョン ハム ウンジョン（柳川高）

H．27年 （折尾愛真高) 栗山　拓也（柳川高） （柳川高） 原田　瑚乃美（柳川高）

春日公園 U-16 相馬　光志 相馬　光志（柳川高） 松本　妃那 宮原　三奈 （柳川高）

（柳川高） 春山　慶太（柳川高） （柳川高） 松本　妃那 （柳川高）

第４３回 U-18 堀　　凌輔 山尾　玲貴（柳川高） 宮原　三奈 宮原　三奈 （柳川高）

H．28年 （柳川高） 樋口　廣太郎（柳川高） （柳川高） 東　佑希乃 （柳川高）

春日公園 U-16 藤浪　　巧 國定　宙太(筑陽学園） 松本　妃那 松本　妃那 （柳川高）

(北九州ｳｴｽﾄ) 森  健太郎(ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) （柳川高） 渡邉　千桂 （柳川高）

第４４回 U-18 春山　慶太 相馬　光志（柳川高） 宮原　三奈 渡邉　千桂 （柳川高）

H．29年 （柳川高） 薮田　　司（柳川高） （柳川高） 東　佑希乃 （柳川高）

春日公園 U-16 宮田　　陸 古賀　聖基（柳川高） 山本　未来 草野　京香 （柳川高）

（ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC） 花田　志竜（柳川高） （福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ） 小池　真優 （柳川高）

第４５回 U-18 森　健太郎 中留　諒太（柳川高） 鞍垣　　絢 小池　真優 （柳川高）

H．30年 （筑陽学園高） 堤野　真司（柳川高） （筑紫ヶ丘高） 草野　京香 （柳川高）

春日公園 U-16 山口　陸人 七尾　岳俊（柳川高） 山本　未来  中川原  凛(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ)

（ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC） 小川　智裕（柳川高） （福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ） 　大坪　　花（ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC）

第４６回 U-18 中留　諒太 本嶋　風太(筑陽学園） 轟木　陽菜 原田　彩海(折尾愛真高）

H．3１年 （柳川高） 梁瀬　大輔(筑陽学園） （柳川高） 塩見帆乃夏(折尾愛真高）

春日公園 U-16 新出　悠月 堤野　竜司（柳川高） 清水　真央 清水　真央(油山TC）

（柳川高） 植田　涼太（柳川高） （油山ＴＣ） 長谷川　晴佳（ﾃﾆｽDIVO）
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第４７回 U-18
R．2年

春日公園 U-16

第４８回 U-18
R．3年

春日公園 U-16

　新型コロナ感染拡大防止の為、開催中止
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