
仮ドロー送付にあたってのお願い
以下の項目のうち三萩野の駐車場に関する今後の連絡は連盟ＨＰで行いますので、各団体に

おかれましては、代表者もしくは代理の担当者の方が必ず連盟ＨＰを確認しメンバーに周知してください。

※ＨＰによる確認ができない場合は事務局にお問い合わせください（０８０－４２８２－３４６７）。

○ 各会場とも初日の試合数が非常に多く、三萩野についてはナイター使用の可能性がありますので、

その際はみなさんのご協力をお願いします。

○ 桃園庭球場の試合は、試合数や運営委員の配置数などの事情で女子１＆２部の半分と女子３部の全部の

２種目をクレーコートも使用して実施する予定です。

○ 駐車場について

駐車場（とくに三萩野）に関しましては、連盟としてできるだけの手は尽くしますが、参加されるみなさまも

「自分さえ駐車できれば・・・」という考え方に立つのではなく、連盟からのお願いにご協力をお願いします。

・ 三萩野

基本的に駐車場は試合を行う選手のために用意しており、施設管理者とも「応援者等は駐車させない」

との約束を使用手続き時にしていますので、応援者の方は近隣の有料駐車場を利用していただきますよう、

ご協力をお願いします。

今年は3部の全部と１＆２部の１/４の試合を行いますのでナイターを使用する可能性があります。

コート横の通路と三郎丸小学校の第２運動場（左側半分のみ、右半分は学校行事で使用予定）が

確保できていますので、節度ある駐車をしていただけば問題ないと考えられます。

重ねてお願いしますが、三郎丸小学校第２運動場は少年サッカーの練習グラウンドを空けていただいて

借用しているものですので、くれぐれもピッチ内を横切るようなことはせず、周辺部の草地を走行し、

かつ、草地に駐車するよう、マナーの順守をよろしくお願いします。

市が主催する９月１日のソフトボール大会の予備日を設定していて、コート横の通路と三郎丸小学校

グラウンドの両方を押えています。したがって、雨天等でソフトボール大会が８日に延期された場合、テニス

大会参加者には専用の駐車場が確保できないという状態になります。

このような状況がはっきりするのは９月２日以降となりますので、連絡は連盟ＨＰで行います。

以　上

７日

８日



  第１日目   第２日目 予備日
 ９/７(土)  ９/８（日)

  三 萩 野、桃園   三 萩 野、　桃園
若松、穴生ドーム

№1－19　穴生ドーム
№20－26　三萩野

１部：１Ｒ－３Ｒ
２部：１Ｒ－２Ｒ

三萩野
　Ａ：１Ｒ－３Ｒ
　Ｂ：１Ｒ－２Ｒ

№1－18　桃園
№19－36　若松
　１部：１Ｒ－３Ｒ
　２部：１Ｒ－２Ｒ

桃園
　Ａ：１Ｒ－２Ｒ
　Ｂ：１Ｒ－２Ｒ

【注意事項】
　試合前の監督者会議は行いませんので、各チームの責任者およびメンバーは「お願い」および以下の
　注意事項を熟知のうえ、試合に臨んでください。
１　試合順序は、男子は 複 No.４、No.３、単. 複 No.２、No.１とします。

　　女子は 複 No.２、No.１  単 No.１とします。シニアは男女とも複№３、№２、№１とします。
２　試合方法
　　男女ともに ６ゲーム先取、ノーアドバンテージ方式とします。
　　ただし、決勝は８ゲームマッチ（8-8　７ポイントタイブレーク：ノーアドバンテージ方式）とします。
　　なお、各日、最初の試合は全試合行いますが、その後の試合はポイント決定後打ち切りとします(日程により変更
　　することがあります)。
　　全試合セットブレーク方式（３ゲームが終わるまではエンドチェンジの休憩はできない）を採用します。
　　試合結果は対戦の各試合ごとに、その試合の勝者が本部に報告してください。
３　男子３部のＡ、Ｂ級選手はダブルスにしか出場できません。なお、同一選手が単複に出場することはできません。
４　オーダー交換時に、男子は９人、女子は５人、シニアは６人が揃わない場合、そのチームは棄権とし、その後
　　メンバーが揃っても敗者トーナメント（男子２部、男子３部Ｂ、男子シニアB、女子２部、女子３部Ｂ、女子シニアB）
　　への出場は認めません。なお、オーダー表と本人確認を徹底して下さい。
５　ゲームはセルフジャッジで行いますが、両チーム相談のうえ、審判をつけることができます。
６　服装はテニスウエア（Ｔシャツは原則禁止、チームウエアとして揃えたものは可。45才以上は長ズボンを着用してよい）
　　を着用し、必ずテニスシューズを着用してください。
７　試合球はダンロップフォートイエローとし、各チームで持参してください。なお、決勝のボールは連盟で準備します。
８　試合前の練習は各自サーブ４本のみとします。
９　大会期間中における負傷、事故については応急処置のみとします。なお、ケイレンでの試合中断は認めません。
1０ 各人の持ち物は自分で管理してください、また、各人のゴミは各人で持ち帰ってください。
１１　参加資格について
　　北九州市テニス連盟に加盟している団体の会員でなければいけません。メンバーの変更は追加を含め、各日
　　２名まで認めますが、試合前30分までに所定の用紙に記入して届けてください。
１２　駐車場について
　　・三萩野につきましては１ページ目の「お願い」をご覧ください。
　　・桃園
　　　コート横のロータリー周りの道路に駐車する際は縦列駐車ではなく直角駐車してください。

　　　駐車禁止区域には絶対に駐車せず、公園入口ロータリーの右（北東）方向にある駐車場を
　　　利用してください。

以　上

　男子シニア
三萩野

Ａ：１Ｒ－Ｆ
Ｂ：１Ｒ－Ｆ

第５５回北九州クラブ対抗テニス大会　仮ドロー
　　　　　日　程
　　　　　会

　　　　　　　場
　　種　　目

未　　定

　女子シニア
三萩野

Ａ：１Ｒ－Ｆ
Ｂ：１Ｒ－Ｆ

　男子１、２部
三萩野

１部：ＳＦ－Ｆ
２部：SＦ－Ｆ

　男子３部
三萩野

３部Ａ：ＳＦ－Ｆ
３部Ｂ：ＳＦ－Ｆ

　女子１、２部
桃園

１部：ＱＦ－Ｆ
２部：ＱＦ－Ｆ

　女子３部
桃園

３部Ａ：ＱＦ－Ｆ
３部Ｂ：SＦ－Ｆ



北九州クラブ対抗テニス大会
2019/09/07  №1～19：穴生ドーム、№20～26：三萩野

男子１＆２部

11:00

9:00

9:00

9:00

11:00

9:00

9:00

11:00

11:00

9:00

11:00

11:30

11:00

11:00

11:00

12:00
25 三萩野クラブ

26 田川テニスクラブ

23 北九州市役所

24 芦屋テニスクラブ

21 小倉ＬＴＣ

22 Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅰ

19 ９５９

20 チームＴＤＯ

17 ビッグ・スランジェＴＣ

18 ＴＯＴＯ

15 テニスやってるよ。 Ⅱ

16 ＮＰＤテニス同好会

13 テニスやってるよ。 Ⅰ

14 オンザロード　Ⅱ

11 ＴＴｍＴ

12 日本製鉄八幡

9 ＫＦＤ

10 Ｊ＆Ｊ

7 安川電機　八幡

8 テニスＤＩＶＯ

5 ＴＵＮＣ

6 門司ＬＴＣ

3 ＦＴＣ

4 ウィニングエッジ

1 オンザロード　Ⅰ

2 Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅱ



北九州クラブ対抗テニス大会
2019/09/07  三萩野庭球場

男子３部

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

8:10

10:00

10:00

10:00

10:00
31 ひびしんクラブ

32 新菱

29 ＹＹｃｌｕｂ

30 岡垣クラブ　Ⅰ

27 桃園ＬＴＣ

28 坂村テニスアカデミー

25 らいふわーく Ⅰ

26 楽良会

23 日揮触媒化成

24 戸畑エースクラブⅠ

21 三萩野クラブ

22 テニスＤＩＶＯ

19 ＮＢＳテニスクラブ

20 苅田ＬＴＣ

17 芦屋テニスクラブ

18 ランチタイムＴＣ

15 ＫＴＳ

16 穴生テニスクラブ

13 安川電機八幡

14 三井ハイテック

11 春日病院

12 門司ＬＴＣ

9 ＫＦＤ

10 戸畑エースクラブⅡ

7 岡垣クラブ　Ⅱ

8 田川テニスクラブ

5 ＴＯＴＯ

6 豊々クラブ

3 北九州テニス倶楽部

4 らいふわーく Ⅱ

1 日本製鉄八幡

2 Ｊ＆Ｊ



北九州クラブ対抗テニス大会
2019/09/07  №1～18：桃園庭球場、№19～36：若松庭球場

女子１＆２部

9:30

8:10

9:30

9:30

9:30

9:30

8:10

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

8:10

9:30

11:00

11:00

11:00

8:10

11:00
35 ビバＴ．Ｃ Ⅱ

36 テニスＤＩＶＯ　Ⅰ

33 三萩野クラブ　Ⅰ

34 舞ケ丘ＴＣ

31 北九州市役所

32 ｔｅａｍ.ＷＯ.ＴＡＫ

29 岡垣クラブ

30 日本製鉄八幡　Ⅰ

27 オンザロード

28 チーム・スノードロップ

25 門司ＬＴＣⅡ

26 Ｂ・Ｋ・Ｔ

23 グローバルアリーナⅠ

24 テニスＤＩＶＯ　Ⅳ

21 ＴＵＮＣ

22 芦屋テニスクラブ　Ⅱ

19 田川テニスクラブⅠ

20 戸畑テニスクラブⅡ

17 Ｊ＆Ｊ

18 芦屋テニスクラブ　Ⅰ

15 日本製鉄八幡　Ⅱ

16 ビッグ・スランジェＴＣ

13 門司ＬＴＣⅠ

14 ビバＴ．Ｃ Ⅰ

11 フロムA

12 グローバルアリーナⅡ

9 オーガストT.C

10 テニスＤＩＶＯ　Ⅱ

7 田川テニスクラブⅡ

8 テニスＤＩＶＯ　Ⅲ

5 北九州テニス倶楽部

6 ＦＴＣ

3 三萩野クラブ　Ⅱ

4 小倉ＬＴＣ

1 戸畑テニスクラブⅠ

2 坂村テニスアカデミー



北九州クラブ対抗テニス大会
2019/09/07  桃園庭球場

女子３部

8:30

8:10

8:30

8:30

8:10

8:10

8:10

9:30

8:10

8:30
17 ＫＯＮ.ＴＣ

18 安川電機八幡

15 丸山クラブ

16 テニスＤＩＶＯ

13 田川テニスクラブ

14 戸畑エース

11 ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅱ

12 らいふわーく

9 小倉ＬＴＣ

10 舞ケ丘ＴＣⅠ

7 苅田ＬＴＣ

8 Ｊ＆Ｊ

5 坂村テニスアカデミー

6 ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅰ

3 桃園ＬＴＣ

4 芦屋テニスクラブ

1 日本製鉄八幡

2 舞ケ丘ＴＣⅡ



北九州クラブ対抗テニス大会
2019/09/08  三萩野庭球場

男子シニア

9:30

9:00

9:30

9:30

9:00

9:30

女子シニア

10:00

9:00

10:00

5 三萩野クラブ

3 岡垣クラブ

4 オーガストＴＣ

1 北九州ウエスト

2 ＭＣＣ黒崎ＯＢ会

9 春日病院　Ⅲ

10 小倉ＬＴＣ Ⅰ

7 丸山クラブ

8 岡垣クラブⅠ

5 芦屋テニスクラブ

6 春日病院　Ⅱ

3 岡垣クラブⅡ

4 小倉ＬＴＣ Ⅱ

1 春日病院　Ⅰ

2 穴生テニスクラブ



上床　昌幸 荒川　真弘 大西　秀樹 大久保　隆 阿部　友明 池田　　宏
大蔵　謙治 浦上　航一 吉良山　享 神崎　秀信 今尾　憲生 今藤　　弘
大平　亮 小村　仁 立石　幸司 司城　準起 河野　誠司 上田　博文
尾崎　正敏 木村　和美 棚橋　直之 鈴木　充 鞘野　雅彦 小田　康博
小田原　敦志 塩田　一彦 中根　悠輔 手塚　大策 田代　亮祐 柏崎　敏美
河村　悠太 真如　慶一 長柴　晋吾 友田　貴大 田邉　佳矩 川谷圭次郎
坂本　悠輔 高浦　健伸 原田　洋志 中島　悟 西村　幸吉 白江　　摂
杉本　大祐 田中　光希 平山　省悟 濱田　義弘 濱野　芳史 松平洋次郎
堤　優真 原田　圭 松井　直 藤原　章裕 藤代　宗信 山本　　周
原　卓磨 迎　伸太朗 森下　敬介 丸花　章広 山本　圭一

山方　辰美 米丸　寿幸 矢田部　裕司 山本　束真

天野 光治 秋島　大地 青山　嘉宏 有馬　隆司 井上　隆弘 安倍　秀貴
安藤 圭太 井上　友 鐘江　準太 池田　祥太 河野　柊平 尾形　康治
上遠野 嵩 上田　翔 熊谷　博之 入江　隼斗 坂尾　亮平 乙藤　拓人
亀井 武志 大田　駿介 佐藤　鳳大 梅崎　弘樹 真田　海斗 小野　敏孝
重松 義隆 白石　誠人 清水　拓真 大鶴　翔司 津島　克典 北村　慎一郎
白川　健一 角田　誠一 清水　勇兵 尾上　友里也 中尾　和樹 倉前　勝仁
鈴木 達郎 那須　敬太 篠崎　太望 鐘ヶ江　悟 長尾　史也 古賀　久志
竹下　浩二 馬場　英旭 松尾　勝浩 木村　直翔 野崎　透真 佐藤　直也
知屋城　浩 渡邉　仁史 山本　一博 坂井　宏彰 松中　脩 志賀　新
中西　洋 樋口　修平 松本　隆明 田口　篤志
守田　寛啓 宮首　宏輝 宮野　啓太 吉田　和成

糸山　勇一郎 安藤　武実 加藤　春輝 鰺坂　祐介 岩本　一顕 岡田　不二
加治　暁紘 浦郷    隆 木下　洋介 石井　敬吾 大久保　秀則 門田　優作
坂本　健太 荻田　康雄 佐渕　悠 江上 昌宏 落石　清哉 木下　裕貴
末永　昇大 奥田　龍弥 佐藤　駿 後藤　恒一　 鬼塚　健 小宮　源之介
鳥井　翔太 岸田　真 下原　宏章 小林　拓登 北村　貴典 佐々木　博史
永田　康裕 世良　元樹 豊島　俊平 関　拓也 小庄司　秀明 鈴木　隆太郎
長友　充 高橋　博丈 永岡　勇人 竹田津  智樹 坂田　直紀 高橋　涼
原田　将大 十時  民雄 花田　浩二 友田　聖也 白石　力 中　裕二
原野　広成 柳　司郎 宮原　大地 中西　敏郎 福田　光俊 中西　裕之
東　慎吾 和田　豊 保田　将希 前田  琢眞 藤田　一浩
吉永　郷史 山路　聖也 森永  謙二郎 山田　昌平

テニスやってるよ。　Ⅰ オンザロード　Ⅱ テニスやってるよ。　Ⅱ ＮＰＤテニス同好会 ビッグスランジェＴＣ ＴＯＴＯ

男子　１＆２部　１３ 男子　１＆２部　１４ 男子　１＆２部　１５ 男子　１＆２部　１６ 男子　１＆２部　１７ 男子　１＆２部　１８

安川電機八幡 テニスＤＩＶＯ ＫＦＤ Ｊ＆Ｊ ＴＴｍＴ 日本製鉄八幡

男子　１＆２部　７ 男子　１＆２部　８ 男子　１＆２部　９ 男子　１＆２部　１０ 男子　１＆２部　１１ 男子　１＆２部　１２

オンザロード　Ⅰ Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅱ ＦＴＣ ウィニングエッジ ＴＵＮＣ 門司ＬＴＣ

男子　１＆２部　１ 男子　１＆２部　２ 男子　１＆２部　３ 男子　１＆２部　４ 男子　１＆２部　５ 男子　１＆２部　６



乾野　修平 在永　昇洋 安倍　隆志 今古賀　淳平 石田　実 秋葉　裕美
井村　慎一郎 梯　隼人 石井　　将 浦上　泰英 古賀　勝敏 植本　智和
岡　泰弘 岸川　広司 磯田　猛彦 小田　浩司 田端　亮平 岡本  裕二
菊池　健太郎 幸野　貴文 鬼塚　　知 小森　誠一郎 中島　龍則 片渕　明
清家　光 酒井　正洋 小林　健一 小柳　正幸 永友　徹 黒木　亘
富崎　優也 相良　進一郎 迫田　　昇 立石　圭 中田　成二 竹松　聡
中田　恵吾 首藤　伸弥 清水　秀信 中井　雄也 藤本　敦 田尻　知大
野上　大輔 鈴木　清 谷　　英明 廣島　朋哉 宮田　昌幸 橘　信治
福本　大貴 竹松　知洋 楢原　俊雄 福田　博 牟田　英昭 中山　不可志
藤田　成州 橋本　達明 福岡　知紀 松本　圭右 山浦　委成 福岡　洋一
藤本　亘大 山下　尚哲 三重野　泰弘 山田　泰之 福積  康弘

池田　満一 柿本　恭兵
石塔　諭次 金海　光祐
垣内　周作 行徳　佑介
川崎　彰男 久良知　宗一郎
熊谷　詳太郎 新留　健介
多久美　夏樹 高田　真緒
竹森　恒雄 高田　雅也
久野　達典 寺岡　義人
深水　大地 久貝　太一
福岡　悟 籾井　良太
丸岡　正徳 山辺　剛

三萩野クラブ 田川テニスクラブ

男子　１＆２部　２５ 男子　１＆２部　２６

９５９ チームＴＤＯ 小倉ＬＴＣ Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅰ 北九州市役所 芦屋テニスクラブ

男子　１＆２部　１９ 男子　１＆２部　２０ 男子　１＆２部　２１ 男子　１＆２部　２２ 男子　１＆２部　２３ 男子　１＆２部　２４



小川　恵造 石佛　貞義 安東　秀夫 板橋　優佑 青柳　学 小倉　肇
小長光 邦博 伊勢　貴 池田　一穂 伊藤　孝浩 家村　薫 神田　祥吾
高崎 昌益 Ｂ 梅野　伸治 池田　侑平 小河原　圭太 栢野　晃 小林　卓也
堤　正勝 大橋　功朗 木佐　駿介 梶原　浩二 小林　竣稀 白石　功
土井 昭仁 河野　隆信 木佐　良一 蒲野　伸之 首藤　浩文 杉崎　裕
藤崎　清久 熊谷　啓央 古賀　聖人 楠　征二 馬場　将則 高橋　将史
宮内 正武 高松　敬二郎 小林　信幸 佐々木　捷 平林　繁文 永末　到
村松　悦爾 鳥丸　耕一 B 笹川　正秀 島田　勇也 宮崎　良視 中島　晃
森田　正文 中尾　幸一 首藤　隆幸 Ｂ 田中　孝治 村上　僚 松本　勘

Ａ 山崎　伸也 柳沢　充 田中　義之 藤谷　明男 A 吉尾　毅 三浦　彰司

柚木　考志 松丸　繁美 森田　聡

池田　勉 明石　雄一郎 井筒屋　聡 伊崎　晴朗 浅野　恒喜 植村　幸治
石橋　洋 B 井上　悟 B 内田　茂臣 大橋　久一 伊藤　英樹 奥中　純一
上原　忠博 宇都宮　慎吾 小久保　太智 江藤　秀紀 多賀　政雄 田爪　健治
末松　義弘 梅田　威之 笠井　和典 坂口　昌弘 梶原　俊行 武田　　徹
副島　悟 木下　祐介 柴田　研二 重田　正義 蔵川　豊 佃　薫
竹松　浩二 木森　隆志 小路　淳平 白原　明義 野村　和弘 原田　敬二
田中　英昭 高宮　隆 小路　達文 鶴谷　裕 永田　和将 宮崎　　悟
鶴丸　育浩 B 原田　洋一郎 玉川　航大 長野　功史 松山　良一 山口　光廣
中島　弘喜 松下　誠 B 土谷　久 畠中　晃 山口　克洋 横井　利明
三川　玄 丸本　和典 長野　慎平 平木　講儒 平松　昭史 四辻　勝久

松本　浩

秋庭　光男 石栗　崇之 新木　耀平 井上　明輝 北田　浩志 大野　廣
小川　哲生 岡藤　正宏 江頭  勇 折元　秀敏 木場　幸寛 玉井　一美
荻原 翔平 白川　陽介 沖野　航平 金田　正文 近藤　隆之 筑紫　正和
高原　秀樹 藤林　太郎 清瀬　拓弥 亀川　浩二 坂崎  喜茂 野田　信次

Ｂ 武石　純 古野　音羽 河野　正光 隅田　清 野村　義男 幡吉　直彦
福井　耕平 堀田　郁夫 白井　淳 武内　浩次郎 日高　直 東　誠二
増田　学 三浦　斉 野村　喜久雄 田中　貴弘 前原　弘樹 藤田　精一
森崎　啓太 村田　憲俊 八谷　悠生 塚本　茂人 峯　一士 森田　正樹
湯川　和哉 森脇　正義 福田　正一 長岡　伸一 矢山　喜代実 安本　義久
若松　剛 脇田　英治 Ｂ 桝口　喬平 見潮　浩一 横下　正彦 山内　宗一
渡辺　勇樹 八尋　弘志 吉岡　隆志 渡部　俊二 脇野　善次

安川電機八幡 三井ハイテック ＫＴＳ 穴生テニスクラブ 芦屋テニスクラブ ランチタイムＴＣ

男子　３部　１３ 男子　３部　１４ 男子　３部　１５ 男子　３部　１６ 男子　３部　１７ 男子　３部　１８

岡垣クラブ　Ⅱ 田川テニスクラブ ＫＦＤ 戸畑エースクラブⅡ 春日病院 門司ＬＴＣ

男子　３部　７ 男子　３部　８ 男子　３部　９ 男子　３部　１０ 男子　３部　１１ 男子　３部　１２

日本製鉄八幡 Ｊ＆Ｊ 北九州テニス倶楽部 らいふわーく Ⅱ ＴＯＴＯ 豊々クラブ

男子　３部　１ 男子　３部　２ 男子　３部　３ 男子　３部　４ 男子　３部　５ 男子　３部　６



阿部　哲浩 浅倉　学 B 有吉　誠二 稲田　信人 柏田　真吾 上田　修平
岡田　浩輔 安部　勝典 内田　哲郎 岩田　知晃 加藤　彗史 黒木　秀一
小川　敏明 今村　真一 奥村　　真 武田　和能 Ａ 久家　健太 重田　諭敏
金弘　正則 上田　貴通 奥村　康平 土屋　正樹 久保　拓也 嶋津　哲幸
金弘　真太朗 大松　俊英 小田原正洋 濱田　真一 重田　啓介 田中　慎一郎
河野　浩人 門上　希和夫 B 梶原　佑太 松本　拓真 高瀬　雅浩 田中　哲司
川崎　國生 窪田　式部 楠　　喜樹 宮崎　晃 高森　裕一 西井　章裕
河野　秀吉 時野　勝 竹森　貴哉 山路　大二郎 中村　晃理 馬場　善則
田原　安則 寺田　康三 棚田　竜也 山田　哲平 堀　邦朗 宮路　太郎
西牟田　正英 西江　睦志 徳田　憲夫 渡邉　洋一 港　康祐 山下　修充
横山　富自雄 吉村　隆男 中村　章良 山下　創己 渡辺　和明

稲益　仁 Ａ 井上　朝生 東　義政 荒牧　順一 岩元　健人 石塚　浩一
稲益　陽二 垣崎　直行 石田　涼 一瀬　誠 小田　亮太 岩崎　公生
今冨　英樹 木幡　茂 内野　常雄 佐田　航史郎 図師　秀樹 甲斐　洋二
城戸崎　淳 木村　真哉 大庭　透 中尾　英樹 伊達　敦 加藤　大樹
高畑　雄一 黒瀬　雅道 奥　保宏 原　大和 田辺　義見 釜瀬　貴之
竹内　勝俊 黒田　成郎 末永　盛男 松養　憲明 坪根　匠 舌間　常雄

B 永島　博文 坂本　雅彦 高須賀　功治 松永　和之 冨永　宏之 立川　真太郎
秦　哲也 照屋　隆二 詫摩　良輔 三宅　豊 長野　良基 林　健二
日向　龍 冨吉　興紀 玉井　裕人 矢部　博 廣原　秀正 三川　昴暁
守田　勇作 原口　毅 中西　毅 Ｂ 古谷　健士 三川　正一

吉弘　満 宮崎　誠一

倉原　憲一 秋本　健作
敷田　司郎 江口　純平
末吉　佑次 大坪　佳介
管原　修二 Ｂ 大西　宏毅
冨高　吉之丞 川野　秀樹
中田　猛 古賀　翔大
中村　澄夫 中野　邦弘
中山　昭十九 二木　順二
舟山　尚孝 堀越　公博
百相　俊秀 三好　正信
渡邉　敬介 吉武　幸規

ひびしんクラブ 新菱

男子　３部　３１ 男子　３部　３２ 男子　３部　３３ 男子　３部　３４ 男子　３部　３５ 男子　３部　３６

らいふわーく Ⅰ 楽良会 桃園ＬＴＣ 坂村テニスアカデミー ＹＹｃｌｕｂ 岡垣クラブ　Ⅰ

男子　３部　２５ 男子　３部　２６ 男子　３部　２７ 男子　３部　２８ 男子　３部　２９ 男子　３部　３０

ＮＢＳテニスクラブ 苅田ＬＴＣ 三萩野クラブ テニスＤＩＶＯ 日揮化成触媒 戸畑エースクラブⅠ

男子　３部　１９ 男子　３部　２０ 男子　３部　２１ 男子　３部　２２ 男子　３部　２３ 男子　３部　２４



石橋　年行 伊東　彰憲 阿部　喜久夫 末永雄一朗 青木　志郎 上野　義美
小川　満邦 井村　栄記 上田　哲夫 塚本   寛 池田　渉 海蔵寺　善徳
高口　司 黒田　利明 大田　兼博 中島　隆徳 井上　恒夫 白石　隆佳
冨重　和正 戸屋　誠 河野　通保 西野 浩二 中西　豊彦 原　和彦（２）
中野　隆正 中山　謙二 神屋　種義 原口 三男 縄田　豊 松本　純二
吉岡　隆司 福田　恭介 渡辺　國俊 樋高　栄次 濱中　直己 水田　成人

松尾　正義 深井    修
渡邊　孝

阿河　昌和 飯盛　猛男 青木　利明 浅尾　　司
礒本　勝利 井上　正 四郎園　一雄 安藤　正憲
川田　一 椛島　武文 末松　千寿 岩見　一広
国広　貞秀 川崎　明人 原　和彦（１） 竹内　龍介
小ヶ倉　健 長岡　友吉 林　岸信 中原　一穂
高尾　大介 用山　善男 本村　春守 馬場　正道
中田　英雄

丸山クラブ 岡垣クラブⅠ 春日病院　Ⅲ 小倉ＬＴＣ Ⅰ

男子　シニア　７ 男子　シニア　８ 男子　シニア　９ 男子　シニア　１０ 男子　シニア　１１ 男子　シニア　１２

春日病院　Ⅰ 穴生テニスクラブ 岡垣クラブⅡ 小倉ＬＴＣ Ⅱ 芦屋テニスクラブ 春日病院　Ⅱ

男子　シニア　１ 男子　シニア　２ 男子　シニア　３ 男子　シニア　４ 男子　シニア　５ 男子　シニア　６



石田　みゆき 竹山　裕子 坂田美登里 梅本　佳代 牛島　めぐみ 大西　恵美子
甲斐　忍 新田　祐子 高橋　陽湖 大坪　恭子 首藤　美津子 緒方　さつき
小山　香 原田　真奈美 平野　紀香 小串　節子 関岡　和子 緒方　早苗
佐々木　恵美 福ケ迫　亜季子 広瀬　真弓 川口　千佐子 竹石　京子 金丸　香
竹ノ脇　直美 三宅　陽子 山本　文子 森光　真澄 富松　ますみ 金子　良江
松山　絹恵 森本　幸子 山崎　睦美 森田　美由紀 岸川　由紀
吉岡　かをる 若宮　敦子 矢山　ゆかり 熊谷　恵

相島　祐子 大松　淳子 大茂　繭子 出光　聡子 足立　美抄子 大川　智子
大羽　和重 尾場瀬　淳美 片山　広美 岡山　ゆかり 岡山　幸恵 竹内　由紀子
豊田　真理 高橋　美子 木田　嘉子 白石　利香 坂口　智子 堀谷　泉
花房　三千代 橋本　幸美 木場田　美津子 本田　久実 高野　香織 百田　由貴子
吉田　利枝 向笠　千寿 斉藤　麻佐子 柚木　杏月 那須野　真紀子 吉田　尚子

向野　晴美 平川　二三恵 柚木　静香 林　愛子
道中　ゆかり 森　恵美

上田　享子 青木　直美 相川　紀美子 岡　友美 臼間　沙織 阿島　佳代
小森　久美 菅中　万里子 尾形　尚美 小庄司　晴菜 大槻　いくみ 因幡　亮子
長野　麻美 木村　美由紀 田中　美保 小庄司　康江 大坪　慧美 谷川　伊砂子
藤山　敦子 中山　敏子 中島　美津子 辰元　千夏 小野原　沙織 芳賀　陽子
山本　　律 羽出山　万祐美 野見山　多恵子 福田　佳代 折元　絵理香 藤田　文子

箕浦　由香里 藤田　恵美子 白木原　綺歩 山下　めぐみ
山田　透予 徳永　映理

安東　恵利香 大垣　明子 飯田　英子 岩熊　尚子 猪口　和子 井上　直子
飯山　葵 栗末　陽子 伊藤　千春 黒田　千恵美 小手川　陽子 角田　広香
柿本　瑞規 榊　華奈 加来　千代子 瀬戸口　薫 園田　和代 山路　二夕子
後藤　杏里 中山　千春 神田　美幸 日髙　玲子 竹中　直子 渡辺　泉
角田　久美恵 弥冨　洋美 谷　菜穂美 福澤　智子 玉嵜　詠子 渡邉　純子
東田　茉美 弓場　年子 辻　しのぶ 松尾　みよ子
村山　悟子 渡辺　貴子 三浦　真理子

女子　１＆２部　１ 女子　１＆２部　２ 女子　１＆２部　３ 女子　１＆２部　４ 女子　１＆２部　５ 女子　１＆２部　６

戸畑テニスクラブⅠ 坂村テニスアカデミー 三萩野クラブⅡ 小倉ＬＴＣ 北九州テニス倶楽部 ＦＴＣ

女子　１＆２部　７ 女子　１＆２部　８ 女子　１＆２部　９ 女子　１＆２部　１０ 女子　１＆２部　１１ 女子　１＆２部　１２

田川テニスクラブⅡ テニスDIVO　Ⅲ オーガストT.C テニスDIVO　Ⅱ フロムA グローバルアリーナⅡ

女子　１＆２部　１３ 女子　１＆２部　１４ 女子　１＆２部　１５ 女子　１＆２部　１６ 女子　１＆２部　１７ 女子　１＆２部　１８

門司ＬＴＣⅠ ビバテニスクラブⅠ 日本製鉄八幡 Ⅱ ビッグスランジェ Ｊ＆Ｊ 芦屋テニスクラブ　Ⅰ

女子　１＆２部　１９ 女子　１＆２部　２０ 女子　１＆２部　２１ 女子　１＆２部　２２ 女子　１＆２部　２３ 女子　１＆２部　２４

田川テニスクラブⅠ 戸畑テニスクラブⅡ ＴＵＮＣ 芦屋テニスクラブ　Ⅱ グローバルアリーナⅠ テニスDIVO　Ⅳ



岩永　和恵 荒木　加奈 諌山　佳恵 浅野　泰子 神田　和代 小野　朱実
小田　桂子 鞍垣　絢 浦郷　美穂 池田　美奈子 善明　朋子 高崎　映美
末次　寛子 高浦　愛 尾崎　真実 折元　由紀 西森　千鶴子 髙比良　葉子
田爪　洋子 福田　直子 鈴木　沙織 橋本　由紀子 水上　美咲 松本　早苗
中原　友子 福田　優 広瀬　るりえ 日高　佳誉 村上　智恵子 若狭　祐子
原田　　亙 山田　加奈子 長野　加奈 松本　雅代
森田　智保 山本　優子 松田　愛子 渡辺　裕子

河井　美早紀 梅田　明日香 上田貴代実 池永　三枝 加嶋　節子 木村　京子
群谷　里恵子 菊池　久美 大坪　弘子 門田　友貴 加藤　裕子 塩田　有紀
千々和　玲子 古閑　和美 栗田　絵美 金森　博美 中澤　久美子 藤原　雅代
野々平　美幸 古閑　由梨奈 仲間さゆり 中島　幸子 横井　磯美 増本　尚子
福田　聖子 髙野　真理子 濱村　恭子 橋爪　智子 米田　枝布 松本　淳子
若井　彩加 濱田　美栄 藤井真理子 藤本　和江 宮島　みゆき
入江　千里 吉元　美咲

女子　１＆２部　２５ 女子　１＆２部　２６ 女子　１＆２部　２７ 女子　１＆２部　２8 女子　１＆２部　２９ 女子　１＆２部　３０

門司ＬＴＣⅡ Ｂ・Ｋ・Ｔ オンザロード チーム・スノードロップ 岡垣クラブ 日本製鉄八幡 Ⅰ

女子　１＆２部　３１ 女子　１＆２部　３２ 女子　１＆２部　３３ 女子　１＆２部　３４ 女子　１＆２部　３５ 女子　１＆２部　３６

北九州市役所 ｔｅａｍ.ＷＯ.ＴＡＫ 三萩野クラブⅠ 舞ケ丘ＴＣ ビバテニスクラブⅡ テニスDIVO　Ⅰ



川田　壽子 木川　久美子 奥　加澄美 岡本　深雪 緒方　アキ 桑原　由美子
久保田　哲子 松尾　聡子 託摩　須賀子 後藤　都子 柴田　直子 関岡　信子
田端　芳子 山邊　由紀子 原田　輝美 瀬川　周子 杉元　和世 高松　麻美子
野畑　恵子 花田　三千代 前田　美由紀 戸田　とも子 藤本　涼子 松本　妙子
森田　緑 廣瀬　愛子 宮崎　エリカ 中村　貴美子 迎　敬子 B 村田　紀美子　
山下　英子 野見山　石子 森渕　ゆかり 山崎　由紀

原　千恵子 山田　久美

荒巻　利恵 大橋　亜珠香 磯田　敬子 阿部　智美 江島　なぎさ 秋永　美里
今村　紀子 高山　優子 近藤　容代 猿渡　幹子 金川　より子 池田　舞
大沢　美由紀 田上　友香里 原口　洋子 田中　綾 岸川　恵子 榎本　恵美
紺谷　早苗 野村　千恵 藤木　芳子 B 仲田　朱美 原田　秀子 黒田　順子
日高　友子 冨士永　ゆとり 松井　信恵 西　環 前原　眞由美 手嶋　沙耶加
藤井　美代子 村上　美幸 吉田　由美 B 宮本　こだま 松永　菜々
宮崎　徳子 柚木　典子 渡邊　綾 薬丸　莉歩

秋永　理恵 上野　久美子 奥村　清美 阿部　さなえ 川上　かおる 有馬　明日香
江藤　登茂 尾崎　博代 河口　雅子 内田　ひろみ 川本　弥生 梅野　亜紀子
尾崎　由起子 金弘　玉恵 北村　綏子 田本　桂子 須藤　ツヨ子 B 梅野　美和
久良知　祥子 黒木　純子 濱村　壽子 宮崎　典子 中野　祐子 岡田　富美子
櫻井　清子 重田　景子 樋渡　洋子 村井　玲子 水野　和美 沢田　香織
田崎　英子 久富　洋子 行宗　和美 沢田　夏鈴
春名　美穂 吉田　みゆき 白石　淑美

金子　トミエ 後藤　康美 阿部　きぬゑ 合馬　晶子 天野奈麻子
河原　孝子 住本　裕子 神谷　明子 越田　妙子 熊田夕美子
川村　美津子 高崎　和代 木下　紀代 重冨　信子 阪下　保子
栗谷　由美子 中田　三千子 松下　京子 末松　道子 清水　佳子
堀口　雅恵 福嶋  純子 森本　美枝子 田中　玲子 春藤　恵子
山本　容子 福田　美知恵 吉村　美智子 津田　真希子 野田　優美
輪竹　多恵子 松本　幸子 吉田　扶美代 前田実代子

松見　敏子

女子　３部　１ 女子　３部　２ 女子　３部　３ 女子　３部　４ 女子　３部　５ 女子　３部　６

日本製鉄八幡 舞ケ丘ＴＣ Ⅱ 桃園ＬＴＣ 芦屋テニスクラブ 坂村テニスアカデミー ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅰ

女子　３部　７ 女子　３部　８ 女子　３部　９ 女子　３部　１０ 女子　３部　１１ 女子　３部　１２

苅田ＬＴＣ Ｊ＆Ｊ 小倉ＬＴＣ 舞ケ丘ＴＣ Ⅰ ＴＳ・ＴＲＹ　Ⅱ らいふわーく

女子　３部　１３ 女子　３部　１４ 女子　３部　１５ 女子　３部　１６ 女子　３部　１７ 女子　３部　１８

田川テニスクラブ 戸畑エース 丸山クラブ テニスＤＩＶＯ ＫＯＮ.ＴＣ 安川電機八幡

女子　シニア　１ 女子　シニア　２ 女子　シニア　３ 女子　シニア　４ 女子　シニア　５

北九州ウエスト ＭＣＣ黒崎ＯＢ会 岡垣クラブ オーガストＴＣ 三萩野クラブ


