
シングルス　 ダブルス シングルス　 ダブルス

小山裕史 諫　山　佑　美

（ディノＴＣ） （ルネサンス福岡）

富　田　真　吉 西村　みづほ

（北九州ウエスト） （北九州ウエスト）

川　平　麗　貴 諫　山　佑　美

（吉田ＴＳ） （ルネサンス福岡）

日　高　英　悟 石浦　あゆみ

（小田部ＴＣ） （メビウス）

富　田　真　吉 西村　みづほ

（北九州ウエスト） （北九州ウエスト）

佐　藤　優　介 楠　田　千　恵

（中央インドア） （ＳＧ諏訪野）

日　高　英　悟 矢　崎　朋　美

（小田部ＴＣ） （柳川高校クラブ）

佐　藤　優　介 古　賀　愛　美

（中央インドア） （柳川ウィステリア）

池 野　新八郎 古　賀　愛　美

（九州国際ＴＣ） （柳川ウィステリア）

清　家　　光 中　野　佑　美

（北九州ウエスト） （岩田屋ＴＳ）

池 野　新八郎 石　田　美　帆

（春日西ＴＣ） （北九州ウエスト）

片　山　　翔 重 藤　真知子

（大川テニス協会） （福岡春日ＬＴＣ）

清　家　　光 重 藤　真知子

（北九州ウエスト） （九州国際ＴＣ）

楠　田　悠　介 中　野　亜　美

（ＴＴＡ　ＴＳ） （岩田屋ＴＳ）

片　山　　翔 末 次　真由子

（大川テニス協会） （柳川高校クラブ）

高　山　和　也 山　下　貴　子

（春日西ＴＣ） （吉田ＴＳ）

平　川　泰　久 中　野　亜　美

（I.Ｓ.Ｐ） （筑陽学園中）

高　山　和　也 梶　原　千　夏

（春日西ＴＣ） （ＴＴＡ　ＴＳ）

前　田　義　明 高山　和也　　　(春日西TC) 浜　田　美　輝 浜田　美輝  　(北九州ウエスト)

（ＴＴＡ　ＴＳ） 的場　翔平　　　(ファインヒルズTC) （北九州ウエスト） 迫　　 萌美　  (北九州ウエスト)

小田原　敦 志 小田原 敦志　　(門司LTC) 寺園　さくら 寺園　さくら  　(筑紫野ＬＴＣ)

（門司LTC) 南里　直　　　   (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) （筑紫野LTC) 山田　純礼　  （筑紫野ＬTC)

尾　方　祐　太 高山　和也　　　(春日西TC) 杉 原　里沙子 杉原　里沙子　(筑陽学園中)

（ＴＴＡ　ＴＳ） 的場　翔平　　　(ファインヒルズTC) （筑陽学園中） 中津　　文　　  （九州国際TC)

白　水　真　澄 島添　陸　　　 　(筑紫野LTC) 吉　住　真　希 園田　彩乃　　（ﾎﾃﾙ海の中道）

（ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 白水　真澄　　　(ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) （ＴＴＡ　ＴＳ） 渡邉　夕貴　　 (ﾎﾃﾙ海の中道）
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シングルス　 ダブルス シングルス　 ダブルス

山　口　颯　也 山口　颯也　　 　(筑陽学園中) 宮 地　真知香 吉元　美咲　　（DIVO)　　　

（筑陽学園中） 尊田　海司　 　　(筑陽学園中) (門司LTC） 松永　さやこ　（九州国際TC）

中　川　直　樹 坂本　遥一郎　　(油山TC) 園　田　彩　乃 野田　桃子　　（北九州ウエスト）

（ＴＴＡ　ＴＳ） 島添　陸　　　　　(ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC) （Ｉ．Ｓ．Ｐ） 中嶌　瑞希　　（折尾愛真TC）

澁　田　大　樹 工藤　良樹　　 　(北九州ウエスト) 久 光　志都佳 園田　彩乃　　 （ＩＴＳ九州）

（福岡パシフィック） 浜田　大夢　　 　(北九州ウエスト) （エスタ諏訪野） 中嶌　瑞希　　 （折尾愛真TC）

中　川　直　樹 小林　龍之助  　(福岡パシフィック） 岩　下　美　穂 山上　　舞　　　(油山ＴＣ)

（福岡パシフィック） 高橋　睦朗　　   (福岡パシフィック） （筑紫野LTC) 谷口　　爽　　　(油山ＴＣ)

坂本　遥一郎 坂本　遥一郎　　(油山ＴＣ) 園　田　彩　乃 園田　彩乃　　 （海ノ中道Ｍ＆Ｔ）

（油山ＴＣ） 賀川　拓也　　 　(吉田ＴＳ) （海ノ中道Ｍ＆Ｔ） 中嶌　瑞希　　 （三菱化学TC）

上　杉　旬　生 安増　篤史　    (グローバルアリーナ） 山　口　真　琴 野田　百恵　　　(九州国際ＴＣ)

（油山ＴＣ） 上杉　旬生　　　 (油山ＴＣ） （九州国際TC) 山口　真琴　　　(九州国際ＴＣ)

田　中　啓　太 田中　啓太　  　(福岡パシフィック） 岩　下　美　穂 伊藤　有希　　　(ミッキーズＴＣ)

（福岡パシフィック） 栗田　健太　　  (福岡パシフィック） （ＩＴＳ九州) 野田　百恵　　　(九州国際ＴＣ)

安　上　昂　志 安上　昂志　    (ＩＴＳ九州） 坂　本　は　な 坂本　はな　　　(油山ＴＣ)

（ＩＴＳ九州） 野口　莉央　    (グリーンヒルズＩＴＣ） （油山ＴＣ） 寺田　悠花　　　(油山ＴＣ)

安　増　篤　史 安増　篤史　　　(北九州ウエスト) 山　口　真　琴 山口　真琴　　　(九州国際ＴＣ)

（北九州ウエスト） 上杉　旬生　 　 (油山ＴＣ） （九州国際TC) 山村　寿莉　 　（北九州ウエスト）

田　中　優之介 田中　優之介  (福岡パシフィック） 宮　原　三　奈 大津　あかり 　 （海ノ中道Ｍ＆Ｔ）

（福岡パシフィック） 相馬　光志　　 (ｱｻﾋ緑健久山ＴＣ） （ＴＦＴＣ） 友枝　　愛　 　 （ｱｻﾋ緑健久山TC）

安　上　昂　志 安上　昂志　   (ＩＴＳ九州） 古　賀　千　遥 中島　ゆりか　　(福岡パシフィック）

（ＩＴＳ九州） 野口　莉央　   (グリーンヒルズＩＴＣ） （福岡パシフィック） 古賀　千遥　　 (福岡パシフィック）

阿　多　竜　也 阿多　竜也　　(ブリヂストン久留米) 松　本　妃　那 古賀　麻尋　 　(福岡パシフィック）

（ブリヂストン久留米） 松尾　彗史　　(グランディールTC） （ドリームTS） 鞍垣　　絢　　  (福岡パシフィック）

相　馬　光　志 相馬　光志　   (折尾愛真中） 宮　原　三　奈 副島　こころ　　(春日西ＴＣ）

（折尾愛真中） 米田　利玖   　（グランディールＴＣ） （ＴＦＴＣ） 宮原　三奈　　 (ＴＦＴＣ）

稲　田　幸一郎 稲田幸一郎　　(福岡パシフィック) 徳　安　莉　菜 徳安　莉菜　  　(ブリヂストン久留米）

（福岡パシフィック） 金田　諒太　 　(福岡パシフィック） （ブリヂストン久留米） 草野　京香　  　(ブリヂストン久留米）

大　野　文　也 大野　文也 　  （ドリームTS） 徳　安　莉　菜 松本　妃那 　 　(ドリームＴＳ）

（ドリームTS） 落石　倫　　    (折尾愛真中） （ブリヂストン久留米） 紫藤　優菜　  　(ドリームＴＳ）

稲　田　幸一郎 鈴木　蒼平  　 (さかむら庭球塾） 内　山　ほのか 内山　ほのか　　(ＩＴＳ九州）

（福岡パシフィック） 宮田　　陸　  　（グランディールＴＣ） （ＩＴＳ九州) 小林　杏珠　　  (九州国際ＴＣ）

稲　田　幸一郎 青木　響真　　　(北九州ウエスト) 徳　安　莉　菜 内山　ほのか　　(ＩＴＳ九州）

（福岡パシフィック） 中西　恭平　　　(北九州ウエスト) （ブリヂストン久留米） 山本　未来　 　 (福岡パシフィック）

谷　﨑　恭　祐 伊藤　時空　    (筑紫野ＬＴＣ） 野　口　和佳奈 横松　さくら　  　(ドリームＴＳ）

（福岡パシフィック） 堤野　竜司　  　（海ノ中道Ｍ＆Ｔ） （福岡パシフィック） 大坪　　花　　 　(ファインヒルズＴＣ）

山　口　柚　希 山口　陸人　　  (クリーンビレッジTC） 山　本　未　来 中川原　凜　  （グローバルアリーナ）

（ドリームＴＳ） 鈴木　蒼平　　 　(北九州ウエスト) （福岡パシフィック） 野口　和佳奈 （グローバルアリーナ）

大　野　琢　実 大野　琢実　　　(ドリームＴＳ） 小　林　杏　菜 堀江　菜実　　  （ドリームＴＳ）

（ドリームＴＳ） 美野田　和輝　（グランディールTC） （海の中道Ｍ＆Ｔ） 小林　杏珠　　　(海の中道Ｍ＆Ｔ）

植　田　涼　太 植田　涼太　　  (キングフィッシャー） 大　坪　 　花 横松　さくら　  　(ドリームＴＳ）

（キングフィッシャー） 伊藤　時空　　 　(筑紫野ＬＴＣ) （ファインヒルズＴＣ） 野口　和佳奈 　（海の中道Ｍ＆Ｔ）

花　田　海　翔 花田　海翔　　　(テニスＤＩＶＯ） 大　蔵　好　花 大蔵　好花　　　(北九州ウエスト)

（テニスＤＩＶＯ） 武藤　守生　　 　(福岡パシフィック） （北九州ウエスト） 友枝　　夢　　　 (油山ＴＣ）

大　野　琢　実 伊藤　飛翔　　　(筑紫野LTC) 中　野　翔　七 堀江　菜実　　  （ドリームＴＳ）

（ドリームＴＳ） 大神　照太　　　（北九州ウエスト） （ファインヒルズＴＣ） 宮原　千佳　　　(キングフィッシャー）

武　藤　守　生 松永　朔太郎　　(ＴＩＮ) 安　廣　有　純 安廣　有純　　　（北九州ウエスト）

（福岡パシフィック） 武藤　守生　 　　(福岡パシフィック） （北九州ウエスト） 岸本　聖奈　　　（ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）
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シングルス　 ダブルス シングルス　 ダブルス

平　山　翔　貴 平山　翔貴　　　　(ＴＥＡＭ－Ｉ) 大　蔵　好　花 大蔵　好花　　　(北九州ウエスト)

（ＴＥＡＭ－Ｉ） 福島　有人　　　　(筑紫野ローンＴＣ) （北九州ウエスト） 安廣　有純　　　(北九州ウエスト)

井　上　温　仁 力武　朋也　　　  (福岡パシフィック） 井　手　　 葵 井手   葵　　 　 (ＢＳＳＡ久留米)

（福岡パシフィック） 森西  晃太朗     (福岡パシフィック） （ＢＳＳＡ久留米） 岩中　暮里　　　（グランディールＴＣ）

松 永  朔太郎 嶽村  柊太　　　  (福岡パシフィック） 水 口  由 貴 岸本　聖奈　　　（ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

（グローバルアリーナ） 沼口　昇永　　　（グランディールTC） （ドリームＴＳ） 毛利 　空　 　　 （ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

木　河　 　瞭 西　　 美晴　  　　（ドリームＴＳ） 田 中  聖 香 坪井　舞央　　　（浮羽テニス倶楽部）

（ｔｅａｍ.縁） 黒木　奏志　　　　（福岡パシフィック） （ＩＴＳ九州） 石橋　 空　　　　（ドリームＴＳ）

井　上　温　仁 井上　温仁　　　  (福岡パシフィック） 井　手　　 葵 井手 　葵　　　　（筑紫野ローンＴＣ）

（福岡パシフィック） 森西  晃太朗     (福岡パシフィック） （ＢＳＳＡ久留米） 美山　くらら　 　（ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ）

木　河　 　瞭 尾川　颯     　　  (Ｓ・Ｔ・Ｔ・Ｃ） 西　村　遙　花 小﨑　麻衣　　　（福岡パシフィック）

（ｔｅａｍ.縁） 桑原  泰士      　(Ｔ-Ｓｔｙｌｅ２６　ＴＣ） （アサヒ緑健久山TC） 西村　遙花　 　（アサヒ緑健久山TC）
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