
全員１０：００集合

福田 光俊 武下 雅憲

（久米設計庭球部） （九州国際TC）

小林 紀輝 清水 康宏

（フリー） （油山TC）

浦　健史 中島 拓也

（八女ＣＡＴ） （ＢＳＴＣ）

三浦　亮 浦　修平

（フリー） （ブリヂストン久留米）

山岸 研太 梶原 淳史

（ＢＳＴＣ） （九州電力）

山本 雄太 三戸谷勇樹

（西部ガスTC） （フリー）

上野 智博

（グラスコート佐賀）

９月１４日（土）　　一般男子シングルス（Ａ）
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全員１０：００集合

古江 正人 齋藤　 誠
（ＭＴ-lab） （ラケットクラブ）

口井 保邦 濱口 拓也
（ＷＩＮＧＳ） （西部ガスTC）

阿多 弘季 浦邊裕亮
（西部ガスTC） （福岡市役所）

堀 淳一郎 長倉　功
（フリー） （フリー）

坂本　哲 丸山　隆一
（KTA） （スウェット＆ティアーズ）

坂田 直紀 小野 祐一

（西部ガスTC） （KTA）

入江　 修 竹下 幸祐
（おじゃましま～す） （第８ゆうゆう会）

伊形 功治 新藤 正隆
（クリーンビレッジＴＣ） （西部ガスTC）

花田 充信 香月雅博
（フリー） （フリー）

中村信介 小山 雅之
（福岡市役所） (コロニーグローブ）

福田壮一朗 杉原  諒
（西部ガスTC） （KTA）

井上　誠 本山 政則
（ZERO） （フリー）

巻島 正利 小庄司秀明
（ＢＳＴＣ） （西部ガスTC）

森　直人 高屋　厚志
（西日本シティ銀行） （チームNishi）

山中 翔太
（フリー）
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９月１４日（土）　一般男子シングルス（Ｂ）
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全員８：４５集合

轟　渡 沖　公一郎

（DTC） （DTC）

柴田洋一郎 藤本 純一

（福岡図書館サービス） （TEAM L.A.T）

吉野　勝則 横山　達哉

（フリー） （フリー）

肥後　龍児 宮崎 一吉

（リフレッシュＴＣ） （百道ＴＣ）

佐々木研一 中島  勇

（ＷＩＮＧＳ） （FJQS）

山田潤一郎 一色 潤貴

（ラケットクラブ） （フリー）

桑野桂一郎 五反田富高

（KTA） （リフレッシュＴＣ）

井上　純夫 井上　浩祐

（百道ＴＣ） （DTC）

竹下 浩二 佐久間  豪

（第８ゆうゆう会） （ＷＩＮＧＳ）

伊崎健一郎 石田　勝信

（チームNishi） （おじゃましま～す）

宋一柱 吉村　 亮

（DTC） （西日本シティ銀行）

河野　勇 吉永龍一郎

（フリー） （CATS同好会）

９月１４日（土）　　　一般男子シングルス（C-１）
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全員８：４５集合

大楽 久二 斎藤　眞吾

（西日本シティ銀行） （福岡市役所）

内　愃 清澤 信彦

（DTC） （WINGS）

熊谷　亮 須佐　恵司

（フリー） （フリー）

城戸 敏宏 児玉　 徹

（KTA） （DTC）

吉村　 伸 富永　達

（久山ＴＣ） （百道ＴＣ）

山本　 努 諸岡  泰

（ＷＩＮＧＳ） （第８ゆうゆう会）

高田 英尚 高村　大介

（ＢＳＴＣ） （スウェット&ティアーズ）

川上 英勇 田斉 和市

（百道ＴＣ） （おじゃましま～す）

吉岡 英彦 石橋　諭

（九州国際TC） （DTC）

小麦 陽二 岡本　尚大

（リフレッシュＴＣ） （西日本シティ銀行）

庄司　佳晃 浜崎 亮輔

（TEAM L.A.T） （FJQS）

貞島　敏史

（ラケットクラブ）
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９月１４日（土）　　　一般男子シングルス（C-２）
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全員８：４５集合

1 2 3 4 5 勝敗 順位

伊形 由紀

（クリーンビレッジＴＣ）

中島 由美

（TIF）

上田　小雪

（スウェット＆ティアーズ）

近藤　容代

（小倉LTC）

伊藤 智尋

（ラケットクラブ）

    ※　本種目は４ゲーム先取の総当たり戦とする。
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９月１４日（土）　一般女子シングルス（Ｂ）
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全員８：４５集合

有方 明子

（スウェット＆ティアーズ）

鎌田紗耶加

眞武 由希 （フリー）

（フリー）

植松　弘子

田中 恵美 （若久TC）

（ＮＴ．ＴＩＰＳ）

森　智予

渡邊由美子 （チームNishi）

（おじゃましま～す）

吉永　涼美

鈴木 洋子 （CATS同好会）

（フリー）

森田 真由

（フリー）
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９月１４日（土）　　　女子シングルス（Ｃ）
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1 2 3 勝敗 順位

三浦　亮（フリー）

伊藤　貴紀（フリー）

山本 雄太（西部ガスＴＣ）

三戸谷勇樹（フリー）

大杉 啓吾（西日本シティ銀行）

森　直人（西日本シティ銀行）

９月１５日（日）　　一般男子ダブルス（Ａ）

全員１０：００集合

2

3

1



全員８：４５集合

永田 和将（コートサイド) 城川　聡（ラケットクラブ）

奥 哲也（コートサイド） 宮下 恒光（ラケットクラブ）

濱口 拓也（西部ガスＴＣ） 永松 拓也（ＭＴ-lab）

坂田 直紀（西部ガスＴＣ） 長尾 文也（ＭＴ-lab）

岡本 秀雄（第８ゆうゆう会） 原 敬一（チームＮｉｓｈｉ）

坂本　 宏（第８ゆうゆう会） 大多和秀典（チームＮＩｓｈｉ）

宮崎　一尚（ラケットクラブ） 貞島 敏史（ラケットクラブ）

森崎　良（フリー） 口井 保邦（ＷＩＮＧＳ）

古江 正人（ＭＴ-lab） 浅野 雄策（西部ガスＴＣ）

山口 雅人（ＭＴ-lab） 川部 剛史（西部ガスＴＣ）

満尾 正弥（オイサテニス） 西山浩士朗（ＭＴ-lab）

福島　 翼（オイサテニス） 綿村 祥晃（ＭＴ-lab）

入江　修（おじゃましま～す） 村田 一徳（ＢＳＴＣ）

郡山 修一（フリー） 大串 友信（ＢＳＴＣ）

９月１５日（日）　　　一般男子ダブルス（Ｂ）
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全員８：４５集合

宮本 久人（第８ゆうゆう会） 和知 雄平（チームＮＩｓｈｉ）

古賀 康浩（第８ゆうゆう会） 東野 史尚（チームＮＩｓｈｉ）

佐々木研一（ＷＩＮＧＳ） 城戸 敏宏（ＫＴＡ）

佐久間  豪（ＷＩＮＧＳ） 出谷 一晴（ＫＴＡ）

川上 英勇（百道ＴＣ） 山口　義宏（西福岡ＴＣ）

甲斐 哲也（百道ＴＣ） 詫間　秀輝（西福岡ＴＣ）

上野祐一郎（フリー） 宮崎 一吉（百道ＴＣ）

上野 真司（フリー） 富永　達（百道ＴＣ）

吉田　勉（フリー） 竹下 幸祐（第８ゆうゆう会）

久保田秀樹（フリー） 竹下　浩二（第８ゆうゆう会）

井上 浩祐（ＤＴＣ） 山田潤一郎（ラケットクラブ）

石橋　 諭（ＤＴＣ） 斎藤　誠（ラケットクラブ）

岡田 恵二（チームＮＩｓｈｉ） 作間 正和（ＤＴＣ）

月岡 智弘（チームＮＩｓｈｉ） 荒木 慎一（ＤＴＣ）

田斉 和市（おじゃましま～す） 大河内辰典（ＷＩＮＧＳ)

平川 真一（おじゃましま～す） 山本  努（ＷＩＮＧＳ）

久野　徹（JoG's） 浜崎 亮輔（ＦＪＱＳ）

中村 慎吾（JoG's） 福田  誠（ＦＪＱＳ）

中村信介（福岡市役所） 竹重 大（チームＮＩｓｈｉ）

浦邊裕亮（福岡市役所） 林  豊（チームＮＩｓｈｉ）

大楽 久二（西日本シティ銀行）

吉村　 亮（西日本シティ銀行）

池田 淳史（フリー）

石橋 洋真（フリー）

９月１５日（日）　　　一般男子ダブルス（Ｃ）
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全員９：３０集合

八島 登喜男（第８ゆうゆう会） 安部　義章（リフレッシュ）

足立 敬道（第８ゆうゆう会） 田中　義秋（福岡市役所）

緒方 武則（コロニーグローブ） 徳永　智雄（親和ＴＣ）

佐々木友三（ファミリークラブ） 高橋　慎一（ファミリークラブ）

木村 謙治（福岡市役所） 末永 和寛（ラケットクラブ）

坂口 吉彦（福岡サジクラブ） 森　 泰寛（ラケットクラブ）

香月雅博（フリー） 加藤 淳（第８ゆうゆう会）

角田 雄一（フリー） 山口 克洋（第８ゆうゆう会）
4 8

９月１５日（日）　　男子ダブルス（５０歳以上）
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1 2 3 勝敗 順位

西　和博（フィーリング）

蔵  源一郎（フィーリング）

松尾 芳明（ＣＡＴＳ同好会）

長郷 和元（ＣＡＴＳ同好会）

中野 隆正（フィーリング）

末次 秀成（フィーリング）

９月１５日（日）　　男子ダブルス（６５歳以上）

全員１０：００集合
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1 2 3 勝敗 順位

宮城 光廣（ＤＴＣ）

安永  誠（ＴＴＵ）

福田 文夫（若久ＴＣ）

川本 史信（若久ＴＣ）

五郎丸　勇（フィーリング）

久保山雅生（フィーリング）
3

９月１５日（日）　　男子ダブルス（７０歳以上）

全員１０：００集合

1
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全員１０：００集合

上田 小雪（スウェット＆ティアーズ）

許斐 牧子（スウェット＆ティアーズ）

永野真由美（Ｋステップ）

1 白土 裕美（ＢＳＴＣ） 吉田 直子（Ｋステップ）

山下 翔子（ラケットクラブ）

田代 由美（フィーリング）

2 橋本佐知子（Ｋステップ） 井上美紀子（フィーリング）

山本 文子（Ｋステップ）

田畑亜紀子（ＢＳＴＣ）

3 三戸谷真衣子（西部ガスＴＣ） 永留恵里奈（ＢＳＴＣ）

内田 成美（フリー）

田中 章子（Ｋステップ）

4 太田香穂里（スウェット＆ティアーズ） 豊福由美子（Ｋステップ）

本田真紀子（フィーリング）

兒玉弥生（若久ＴＣ）

三宅千穂（ママドル）

矢野 陽子（フィーリング）

陣内 美和（フィーリング）
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９月１５日（日）　一般女子ダブルス（B）
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全員１０：００集合

山下美奈子（ハヌル）

尾形奈緒子（ハヌル）

大久保真貴（ＤＴＣ）

浅田 正子（フリー） 鬼丸ちひろ（ＤＴＣ）

徳永 整子（フリー）

野々熊美智子（フリー）

江島恵美子（ハヌル） 大谷 正子（フリー）

末永 順子（ハヌル）

安部　遥（フリー）

原　恵子（チームＮＩｓｈｉ） 吉次亜紀子（フリー）

原　千津子（チームＮＩｓｈｉ）

甲  裕子（チームＮＩｓｈｉ）

日下部みどり（Ｋステップ） 山下紗貴子（チームＮＩｓｈｉ）

冨田百樹美（Ｋステップ）

高橋 憲子（Ｋステップ）

村里 奏子（Ｋステップ）

渡邉由美子（おじゃましま～す）

平井 徳子（フリー）
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９月１５日（日）　一般女子ダブルス（Ｃ）
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全員８：４５集合

1 2 3 勝敗 順位

池田みづ穂（フリー）

池田三枝子（フリー）

冨田京子（フィーリング）

石原 美樹（フィーリング）

齋藤 南美（フリー）

臼井嘉津子（フリー）

2

3

９月１５日（日）　　一般女子ダブルス（Ｄ）

1



全員８：４５集合

山本 秀美（ＢＳＴＣ） 吉武 雅子（第８ゆうゆう会）

井上 貴子（ＢＳＴＣ） 山本 絹子（第８ゆうゆう会）

善明 朋子（チームＮＩｓｈｉ） 片山　幸代（スプラージ）

相島 祐子（チームＮＩｓｈｉ） 圓山　くるみ（チームＮＩｓｈｉ）

成尾　清美（おじゃましま～す） 篠原 恵子（ハヌル）

井上　直美（ラケットクラブ） 堂園 敬子（ハヌル）

９月１５日（日）　　女子ダブルス（５０歳以上）
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全員８：４５集合

山下　明子（フィーリング） 増田留里子（フィーリング）

井本　祥子（フィーリング） 相川 恵子（フィーリング）

植木 久美（油山ＴＣ） 堤　律子（フィーリング）

栗須 早苗（熟年志免隊） 牧野　直美（フィーリング）

志禮田　富士子（フィーリング） 高瀬アメリア　（フィーリング）

畠中　瑞枝（フィーリング） 山崎　陽子（フィーリング）

９月１５日（日）　　女子ダブルス（６０歳以上）
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全員８：４５集合

伊形 功治 本村光太郎

（クリーンビレッジＴＣ） （西日本シティ銀行）

渡邉　 敦 巻島 正利

（KTA） （ＢＳＴＣ）

堀 淳一郎 吉村　 伸

（フリー） （久山ＴＣ）

藤本 純一 新藤 正隆

（TEAM L.A.T） （西部ガスTC）

入江　 修 桑野桂一郎

（おじゃましま～す） （KTA）

緒方 武則 永島　茂人

（コロニーグローブ） （フリー）

大森　貴央 吉橋　 陽

（福岡市役所） （三菱電機）

神代 策正 小山　雅之

（ＢＳＴＣ） （コロニーグローブ）

丸山　隆一 小濱　仁

（スウェット＆ティアーズ） （フリー）

池田 貴誉

（ＪＲ九州）
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９月２１日（土）　　男子シングルス（４０歳以上）
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全員８：４５集合

浦　健史 山中 一暁

（八女ＣＡＴ） （Tennis Buff）

井上　茂 山田 正仁

（ＢＳＴＣ） （油山ＴＣ）

須佐　恵司 松本 泰幸

（フリー） （てに吉）

轟　渡 庄司 佳晃

（DTC） （TEAM L.A.T）

江口　裕 諸岡  泰

（ラケットクラブ） （第８ゆうゆう会）

江藤 啓史 西村 哲夫

（チーム53）  （若久ＴＣ）

八島登喜男 石田 勝信

（第８ゆうゆう会） （おじゃましま～す）

川岸　宏 横山  隆

（フリー） （ＢＳＴＣ）

後藤　太一 栗田　剛

（クリーンビレッジTC） （フリー）

西田 俊文

（第８ゆうゆう会）
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９月２１日（土）　　男子シングルス（５０歳以上）
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全員１０：００集合

杵島 由幸 松山 朋彦

（フリー） （ＢＳＴＣ）

江口 寛一 平　勝博

（ＢＳＴＣ） （杜の宮ＴＣ）

田斉 和市 内山 隆文

（おじゃましま～す） （フリー）

坂口 吉彦 山口　義宏

（福岡サジクラブ） （西福岡ＴＣ）

河野　勇 吉冨 久家

（フリー） （ＢＳＴＣ）

吉永龍一郎 岸和田羊一

（CATS同好会） （フリー）
6 12

９月２１日（土）　男子シングルス（６０歳以上）
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全員８：４５集合

森田 正文 島林 信広

（日本製鉄八幡） （ＫＫＳクラブ）

中野 隆正 長郷　和元

（フィーリング） （CATS同好会）

中村 和史 園田　守

（フリー） （フィーリング）

９月２１日（土）　　男子シングルス（６５歳以上）

1 4

2 5

3 6



全員８：４５集合

福田 文夫

（若久TC）

宮城 光廣

（DTC）

本田 博也

（フリー） 甲斐  岑生 

（フィーリング）

五郎丸　勇

（フィーリング） 尾崎　延芳

（サジクラブ）

3 内　愃

（DTC） 井上　武康

（フリー）

田村　望

（フォーエバー）

6

2

7

8

9

９月２１日（土）　　男子シングルス（７０歳以上）

4

5

1



1 2 3 4 勝敗 順位

森田  真由

（フリー）

野口こずえ

（ＢＳＴＣ）

久野美貴子

（フリー）

上田　小雪

（スウェット＆ティアーズ）

９月２１日（土）　　女子シングルス（４０歳以上）

4

3

全員８：４５集合

1

2



吉永　涼美

（CATS同好会）

1 渡邊由美子

（おじゃましま～す） 林　加代子

（フリー）

2 伊形　由紀

（クリーンビレッジＴＣ） 井上　直美

（ラケットクラブ）

3 中村　直子

（フィーリング） 岩本由美子

（フィーリング）

4

5

6

7

９月２１日（土）　女子シングルス（５０歳以上）

全員８：４５集合


