
優勝者一覧表（１/12）

回 年 男子Ａ級シングルス 男子Ａ級ダブルス 男子Ｂ級シングルス 男子Ｂ級ダブルス

1 S29  兵動　敏彦(門鉄)  藤田・兵動(門鉄)  井上  知英(門鉄)  前田・木村(三菱化成)

2 30  安永富士男(門鉄)  兵動・安永(門鉄)  瀬口  辰夫(三菱化成)  桑野・三宅(下関クラブ･門司クラブ)

3 31  寺岡　健吾(三菱化成)  藤田・菅井(門鉄)  松尾  敬助(佐 賀 ク)  梅津・阪本(三 菱 化 成)

4 32  寺岡　健吾(三菱化成)  藤田・深尾(門鉄)  溝口  美治(戸畑高校)  坂村・前田(玄海クラブ)

5 33  兵動　敏彦(門鉄)  兵動・菅井(門鉄)  堺　昭人(九大)  堺  ・梅津(九大)

6 34  浦中　潮(九大)  兵動・菅井(門鉄)  平田  寿敬(九　大)  元吉・鎌倉(住友金属)

7 35  寺岡　勇太(九大)  兵動・西村(門鉄)  岩淵  吉伸(戸畑高校)  谷本・来海(三菱化成･門鉄)

8 36  香川  俊男(西南大)  浦中・阪本(三菱化成)  中村  勝一(三菱化成)  松村・中島(九大)

9 37  生川  芳久(三菱化成)  生川・阪本(三菱化成)  大野  周二(福 大)  入江・大蔵(福大)

10 38  斉藤  三男(福大)  阪本・滝口(三菱化成)  大畑  智生(三菱化成)  江島・田村(寿)(門司クラブ)

11 39  阪本  清次(三菱化成)  錦戸・大野(福大)  中川  一紀(三菱化成)  石津・坂元(旭硝子)

12 40  斉藤  三男(門司クラブ)  斉藤・村田(門司ｸ･九電)  池田  兼機(長 崎 大)  田中・吉村(三菱化成)

13 41  斉藤  三男(白石保養)  斉藤・野副(白石保養･ノゾエ)  原田  忠明(福大)  田島・副田(柳川商高)

14 42  道原  清彦(福大)  岡田・岩瀬(福大)  安永  清美(福大)  西村・谷　(福大)

15 43  平崎  哲男(小倉クラブ)  道原・平井(日本ﾎﾞﾙﾀｲ)  奥崎  哲夫(福大)  奥崎・松崎(福大)

16 44  阪本  清次(三菱化成)  阪本・滝口(三菱化成)  富高　吉之丞(三菱化成)  外村・吉田(九工大)

17 45  尾園  順司(関大)  安永・百合野(福大)  門司　稔(福大)  野間・佐田(住友金属)

18 46  尾園  順司(関大ＯＢ)  阪本・副田(三菱化成)  大蔵　文治(久留米ク)  中村・平 (福大)

19 47  福井  雄治(福大)  阪本・副田(三菱化成)  鮎川  雅和(西南大)  鬼塚・森若(西南大)

20 48  大野  周二(親和銀行)  阪本・副田(三菱化成)  伊藤  孝教(福大)  伊崎・山内(福大)

21 49  伊東　弘(美津濃)  中村・尾畠(福大)  坂本  良夫(福大)  坂本・城下(福大)

22 50  須鎗  時広(親和銀行)  夫・高須賀(東洋･美津)  徳永  幹雄(九大教養クラブ)  姉川・桑野(三菱化成)

23 51  田島  幹夫(柳川商クラブ)  千田・大西(柳川商ク)  前田　博幸(柳川商クラブ)  前田・小島(柳川商クラブ)

24 52  田島  幹夫(柳川商クラブ)  岡田・水上(門司クラブ)  相原　健一(柳川商)  相原・山田(柳川商)

25 53  福井  雄治(久山ロイヤル)  副田・田代(三菱化成)  有賀  俊文(三菱化成)  田中・有賀(三菱化成)

26 54  二本松  一(柳川商)  副田・田代(三菱化成)  砂古　健(柳川商)  高橋・上釜(門鉄)

27 55  二本松  一(柳川商)  副田・田代(三菱化成)  加藤　哲(ﾀﾁﾊﾞﾅクラブ)  田中・加藤(タチバナクラブ)

28 56  武田　勝(門鉄)  福井・副田(門司クラブ･三菱化成)  畑中  博昭(タチバナクラブ)  田中・小川(安川八幡)

29 57  富田  光一(門鉄)  富田・武田(門鉄)  大津  雅史(グリーンハイツ)  浜田・峠畑(三菱化成)

30 58  土橋　登志久(柳川商)  土橋・古賀(柳川商･同商ｸ)  大原　昌之(柳川高校)  大原・岩原(柳川高校)

31 59  武田　勝(門鉄)  副田・福井(中央インドア)  池村  直之(若松グリーン)  中田・清水(戸畑高ＯＢ)

32 60  福井  雄治(中央インドア)  副田・福井(中央インドア)  田中  正三(若松グリーン)  嶋田・山崎(穴生ク･小倉ＬＴＣ)

33 61  福井  雄治(中央インドア)  副田・福井(中央インドア)  乙川  勝幸(三菱鉱セメント)  乙川・尼田(三菱鉱セメント)

34 62  福井  雄治(中央インドア)  副田・福井(中央インドア)  目代  良児(九電)  吉村・目代(苅田クラブ･九電)

35 63  柴田  和彦(柳川高校)  安藤・日野村(柳川高校)  宮地 弘太郎(柳川高クラブ)  宮地・梅田(柳川高クラブ)

36 H 1  渡辺　洋(ぎゃぶ)  富田・柴田(ＪＲ九州)  土居竜之介(門司クラブ)  高橋・山内(住 友 金 属)

37 2  塩田  一彦(松ｹ江ラケット)  小野・平井(北九州ウエスト)  古賀  芳男(Ｔ Ｔ Ｃ)  中口・中口(穴生クラブ)

38 3  塩田  一彦(松ｹ江ラケット)  塩田・柴田(松ｹ江ラケット)  井上  明人(グリーンハイツ)  井上・守田(グリーンハイツ･穴生ク)

39 4  藤田  康忠(ふくいテニス)  塩田・松本(北九州ウエスト)  秋葉  裕美(三菱化成)  岩崎・加藤(三 菱 化 成)

40 5  塩田  一彦(北九州ウエスト)  塩田・松本(北九州ウエスト)  小久保祐二(旭硝子)  小柳・松尾(苅田ＬＴＣ）

41 6  渡辺　啓(三菱化成)  秋葉・渡辺(三菱化成)  小柳  正幸(ＢＳＴＣ)  赤星・久保田(安川八幡)

42 7  野口  浩史(北九市役所)  中島・松本(北九州ウエスト)  藤嶋  幸一(日本鉄塔)  岡本・北村(北九ｳ･新日鉄)

43 8  塩田  一彦(北九州ウエスト)  富田・久富(パワーズ)  鞘野　和彦(行橋クラブ)  片淵・詫摩(日立金属･桃園クラブ)

44 9  副田　浩隆(北九運輸)  井上・山内(穴生クラブ･住金)  大島  常典(日産自動車)  首藤・西田(ＴＯＴＯ)

45 10  副田　浩隆(北九運輸)  副田・副田(中央インドア･北九運輸)  中西　洋(安川八幡)  小池・深田(JR九州テニス部)

46 11  塩田  一彦(城山クラブ)  塩田・平井(城山クラブ)  石田　実(北九市役所)  石田・千々和(北九市役所)

47 12  平井　崇(城山クラブ)  福田・楫原(Ｂ･Ｋ･Ｔ)  青木  真澄(三菱化学)  山田・前田(日立金属･若松ＬＴＣ)

48 13  野口　浩史(北九州市役所)  池村・増永(北九州テニス倶)  田添  明広(ビッグスランジェ)  向井・蓑田(フジタ九州TT)

49 14  塩田  一彦(城山クラブ)  池村・野口(北九ﾃﾆｽ倶･北九市役)  山本　周(門司ＬＴＣ)  本村・蔵川(クラブﾗﾌﾃｯｸ)

50 15  毛利  泰正(キャンプ-2)  小柳・吉尾(Ｔ Ｔ Ｃ)  清家　光(北九州ウエスト)  岩崎・高田(岡垣テニスクラブ)



優勝者一覧表（2/12）

回 年 男子Ａ級シングルス 男子Ａ級ダブルス 男子Ｂ級シングルス 男子Ｂ級ダブルス

51 16  福本  純(テニタマ)  寺田・岸本(ペンギンズ･CAMP-2)  今藤　弘(門司ＬＴＣ)  三輪・飯島(ＴＯＴＯ)

52 17  佐藤  優介(九国大付高)  尾園・田中(北九ｳｴｽﾄ･ﾌﾘｰ)  森田　貫(ウィークエンドTC)  十時・和田(ｷｬﾝﾌﾟ2･三萩野ｸ)

53 18  山田  泰之(Ｂ･Ｋ･Ｔ)  小森・福田(Ｂ･Ｋ･Ｔ)  長野  茂之(触媒化成)  橋本・小田(行橋TC･北九ｳｴｽﾄ)

54 19  山崎   烈(UDeRAGE)  山崎・村上(UNDeRA.･TTC)  有田  知史(小倉テニスクラブ)  藤田・中園(芦屋ﾃﾆｽクラブ)

55 20  山下  陽平(九州共立大)  山下･兼子(九州共立大)  入江  隼斗(下関市立大)  森下・杉崎(ＦＴＣ)

56 21  貝野  弘幸(グランディール)  宮本・福田(Ｂ･Ｋ･Ｔ)  堤　優真(足立ガーデンTS)  濱田･鶴田(ｳｨﾆﾝｸﾞｴｯｼﾞ･TTC)

57 22  貝野  弘幸(グランディール)  貝野・塩田(グランディール)  中野　裕一朗(テニスDIVO)  西本･岩渕(フリー)

58 23  古本　祐(グランディール)  浦郷・大平(オンザロード・ＦＴＣ)  荻田　康雄(舞ヶ丘ＴＣ)  池田・小田(門司ＬＴＣ)

59 24  尾﨑　正敏(フリー)  村上・大平(オンザロード)  丸山　涼(フリー)  山田・垣内(三萩野クラブ)

60 25  尾﨑　正敏(オンザロード)  尾﨑・貝野(オンザロード・グランディール)  政本　文嵩(豊前ＴＣ)  小坂・福島(安川電機八幡)

61 26  清家　光(オンザロード)  山﨑・清家(舞ヶ丘ＴＣ・オンザロード)  藤浪　巧(北九州ウエスト)  藤浪・福田(北九州ウエスト･舞ヶ丘ＴＣ)

62 27  那須　敬太(テニスＤＩＶＯ)  上床・濱本(田川ＴＣ・オンザロード)  西川　誠(ＴＵNＣ)  鈴木・藤原(ウイニングエッジ)

63 28  那須　敬太(テニスＤＩＶＯ)  上床・中村(オンザロード・田川ＴＣ)  平川　豊晃(九州労災病院)  西野・平川(九州労災病院)

64 29  佐伯　直政(ＪＲ九州)  梯・和田(チーム☆GOTOH・オンザロード)  真如　玲(ｈｉｒａｉ ＴＳ)  佐藤・中根(ＦＴＣ)

65 30  梯　隼人(チームＴＤＯ)  上床・小田原(オンザロード)  尾形　康治(新日鉄住金八幡)  角田・松平(テニスＤＩＶＯ・門司ＬＴＣ)

66 Ｒ１  坂本　悠輔(オンザロード)  坂本・浦郷(オンザロード)  前田　翔哉(折尾愛真中学校)  鬼塚・川崎(北九州ウエスト・三萩野クラブ)

67 2



優勝者一覧表（3/12）

回 年 男子Ｃ級シングルス 男子Ｃ級ダブルス 男子45才以上シングルス 男子45才以上ダブルス

1 S29 － － － －

2 30 － － － －

3 31  小笠原　実義(三菱化成)  武野・秋吉(三菱化成) － －

4 32  木下　富男(三井化学)  阿久津・松本(九歯大)  藤井  静雄(岩田屋)  庄野・深尾(門鉄)

5 33  笠　真信(田川高校)  中沢・奥田(門司区役所)  藤井  静雄(岩田屋)  庄野・深尾(門鉄)

6 34  菊地  為雄(福岡相互)  中村・中沢(三菱化成･田川クラブ)  庄野  久直(門鉄)  庄野・田村(門鉄･門司クラブ)

7 35  野田  鵬翔(日本板硝子)  江島・田村寿(門司クラブ)  庄野  久直(門鉄)  庄野・北福(門鉄)

8 36  大畑  智生(三菱化成)  東・田村功(門司クラブ･門軟)  藤井  静雄(岩田屋)  庄野・北福(門鉄)

9 37  金子  達也(福岡銀行)  楠本・後藤(住 友 金 属)  庄野  久直(門鉄)  庄野・北福(門鉄)

10 38  浦部  好富(三菱化成)  浦部・中川(三 菱 化 成)  藤井  静雄(岩田屋)  藤井・榊田(岩田屋･三菱鉱)

11 39  堤　幸雄(柳川商高)  安藤・寺野(日本板硝子)  藤井  静雄(岩田屋)  藤井・太田(岩田屋･福岡ドク)

12 40  八丁  義興(戸畑高校)  赤嶺・小田(門鉄･門司クラブ)  庄野  久直(門鉄)  井上・小野(門鉄クラブ)

13 41  山本  準(門司クラブ)  松尾・開田(小野田セメント)  林　春雄(小倉クラブ)  井上・小野(門鉄クラブ)

14 42  田中　紀久生(三菱化成)  田中・小田(三菱化成)  堀  容一郎(呉クラブ)  井上・小野(門鉄クラブ)

15 43  門司　稔(戸畑高校)  石橋・秋野(小野田セメント)  元吉  三善(小倉クラブ)  小野・元吉(小倉クラブ)

16 44  川口　晶(宇部グリーン)  宮岡・林(別府鶴見ｹ丘)  猪野  幹三(松山クラブ)  猪野・奥村(松山クラブ)

17 45  菅沼  克彦(三井物産)  原田・三浦(下関クラブ)  元吉  三善(小倉クラブ)  小野・元吉(小倉クラブ)

18 46  福井　烈(門司クラブ)  尾畠・根塚(戸 畑 高 校)  元吉  三善(小倉クラブ)  兵動・江島(門鉄･門司クラブ)

19 47  潮満  一喜(宮崎県庁)  平崎・塩満(宮 崎 県 庁)  元吉  三善(小倉クラブ)  加賀見・元吉(小倉クラブ)

20 48  笠置  正義(神    鋼)  本村・野口(住友金属)  兵動  敏彦(門　　鉄)  加賀見・大久保(小倉クラブ)

21 49  神谷  和夫(三鉱セメント)  畑本・中島(東陶)  兵動  敏彦(門鉄クラブ)  加賀見・大久保(小倉クラブ)

22 50  須崎  裕昭(戸畑高校)  新川・山口(触媒化成･若松クラブ)  瀬口  辰夫(三菱化成)  加賀見・瀬口(小倉クラブ･三菱化成)

23 51  神河  庄司(柳川商ク)  諸富・島内(柳川商クラブ)  瀬口  辰夫(三菱化成)  加賀見・瀬口(小倉クラブ･三菱化成)

24 52  吉田  嘉之(水巻クラブ)  伊井・大森(下関市役所)  田村寿恵夫(毎日新聞)  加賀見・荻野(小倉クラブ･クルメク)

25 53  湊  広(柳 川 商)  中口・中口(新日鉄･安川小倉)  中村  幸吉(小倉クラブ)  加賀見・中村(小倉クラブ)

26 54  永吉  治之(新 日 鉄)  尼田・新家(三菱鉱ｾﾒﾝﾄ)  中村  幸吉(小倉クラブ)  加賀見・中村(小倉クラブ)

27 55  小山　十九男(三菱化成)  牧・長浜(新日鉄穴生)  森　貞夫(小倉クラブ)  市丸･本村(戸畑クラブ･小倉クラブ)

28 56  渡辺  和明(新 日 鉄)  岩原・福井(門司子供教)  中村  幸吉(小倉クラブ)  加賀見・森本(小倉クラブ)

29 57  守田  正治(若松グリーン)  谷口・大沼(小野田化学)  山本　準(北九グリーン)  中村・浅尾(三萩野ｸ･小倉ｸ)

30 58  宇治  弘(柳川高校)  秋葉・佐藤(三 菱 化 成)  山本　準(北九グリーン)  山本・田村(門司クラブ)

31 59  角光  徳久(大日本製糖)  小野・神原(住 友 金 属)  浅尾　司(小倉クラブ)  浅尾・錦戸(小倉クラブ･福岡クラブ)

32 60  木下  孝章(九電)  貴戸・松尾(豊前クラブ)  諏沢  雅夫(小倉クラブ)  浅尾・錦戸(小倉クラブ･福岡クラブ)

33 61   日野村  剛(門司クラブ)  日野村・日野村(日検,門司クラブ)  山本　準(北九グリーン)  山本・阪本(門司クラブ･三菱化成)

34 62  浜浦  貴光(北九ウエスト)  磯本・土居(門司クラブ)  杉本　政司(別府クラブ)  阪本・杉本(三菱化成･別府クラブ)

35 63  古賀  芳男(Ｔ Ｔ Ｃ)  北口・福田(柳川高校)  阪本  清次(三菱化成)  浦部・西田(三菱化成･穴生クラブ)

36 H 1  片淵  明(日立金属)  岡田・赤星(安川八幡)  大蔵　文治(小倉LTC)  浅尾・大蔵(小倉ＬＴＣ）

37 2  久保田智夫(安川行橋)  久保田・原田(安川行橋)  大蔵　文治(小倉LTC)  浅尾・大蔵(小倉ＬＴＣ）

38 3  安増  信彦(ＪＲ九州)  松尾・嶋津(九工大職クラブ)  大蔵　文治(小倉LTC)  浦部・大蔵(三菱化成･小倉ＬＴＣ)

39 4  小ｹ倉　健(門司クラブ)  安部・青木(日鉄塔･触媒化)  渡辺  洋志(ぎゃぶ)  渡辺・谷口(ぎゃぶ･小野田化)

40 5  北村　慎一郎(高見ＬＴＣ)  加賀田・梅崎(北九市･NTT)  大蔵　文治(小倉LTC)  中口・中口(穴生クラブ)

41 6  田中  貴弘(穴生クラブ)  野口・田中(安川八幡)  冨高　吉之丞(三菱化成)  高橋・冨高(三菱化成)

42 7  宮成　剛(ＴＯＴＯ)  神木・知屋城(安川八幡)  渡辺  洋(ぎゃぶ)  林　・渡辺(小倉ﾃﾆｽ･ぎゃぶ)

43 8  三浦  哲朗(穴生クラブ)  大峰・浜野(苅田ＬＴＣ)  冨高　吉之丞(三菱化成)  冨高・高橋(三菱化成)

44 9  岩崎  公生(岡垣クラブ)  吉田・岩崎(沖田ｸ･岡垣ｸ)  冨高　吉之丞(三菱化成)  西小野･小柳(苅田ｸ･行橋ｸ)

45 10  水上  貴夫(馬酔木TC)  平野・村上(新　日　鐵)  冨高　吉之丞(三菱化成)  守田・秋葉(穴生ク･三菱化成)

46 11  木佐  良一(北九州テニス倶)  玉村・吉岡(新日鉄穴生ｸ)  嶋田  知己(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

47 12  向井  公幸(フジタ九州TT)  三浦・橋本(ＴＯＴＯ第二)  秋葉  裕美(新日鉄穴生ク)  守田・井上(新日鉄穴生ク)

48 13  高浦  健伸(フリー)  小坂・佐次川(安川電機)  秋葉  裕美(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

49 14  泉  秋博(門司子供教室)  本田・山口(芦屋ＪＡＳ)  秋葉  裕美(新日鉄穴生ク)  秋葉・嶋田(新日鉄穴生ク)

50 15  今藤  弘(門司ＬＴＣ)  栗末・鶴田(Ｔ Ｔ Ｃ)  秋葉  裕美(新日鉄穴生ク)  秋葉・嶋田(新日鉄穴生ク)



優勝者一覧表（4/12）

回 年 男子Ｃ級シングルス 男子Ｃ級ダブルス 男子35才以上シングルス 男子35才以上ダブルス

51 16  三浦  智己(北九州ウエスト)  三浦・濱野(北九ｳｴｽﾄ･CAMP-2) － －

52 17  桑原  一聡(キャンプ2)  吉元・高橋(門司LTC･エスプーン) － －

53 18  白石  誠人(テニスDIVO)  庄田・早田(ＴＯＴＯ) － －

54 19  木下  伸吾(B･K･T)  有吉・中村(club-KAINA) － －

55 20  瀬戸口光貴(hirai TS)  米藏・大野(グリーンヒルズﾞITS) － －

56 21  守田　寛啓(新日鉄穴生ｸ)  古財･張(ＴＯＴＯ) － －

57 22  坂本　悠輔(ｈｉｒａｉ　ＴＳ)  中西･中山(月曜倶楽部) － －

58 23  浦田　宗幸(ＴＯＴＯ)  小関・迫下(ＴＯＴＯ) － －

59 24  高井　勇人(テニスイン北九州)  矢田部・古谷(舞ヶ丘ＴＣ・ＹＹＣ) － －

60 25  藤浪  巧(北九州ウエスト)  笹原･矢野(豊々クラブ) － －

61 26  阿部　聖矢(北九州ウエスト)  佐藤・赤井(ＦＴＣ・三菱マテリアル) － －

62 27  鬼塚　健(穴生テニスクラブ)  木村・笹川(Ｂ・Ｋ・Ｔ・北九州テニス倶) － －

63 28  松原　侑也(三萩野クラブ)  岡井・江口(九州労災病院)  中川　竜也(九州記念病院) －

64 29  吉田　和成(teamＷＯ.ＴＡＫ)
川崎･吉田(三萩野クラブ･teamＷＯ.

ＴＡＫ)
 中島　友輝(インフィニティＴＣ) －

65 30  濵砂　翔太(フリー)  迎･平田(Ｂ・Ｋ・Ｔ) － －

66 Ｒ１  大西　宏毅(新菱)  岩崎･磯田(日本製鉄八幡・小倉ＬＴＣ)  棚橋　直之(ＦＴＣ) －
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回 年 男子40才以上シングルス 男子40才以上ダブルス 男子45才以上シングルス 男子45才以上ダブルス

51 16  秋葉  裕美(新日鉄穴生ｸ)  首藤・小林(北九州テニス倶)

52 17  秋葉  裕美(新日鉄穴生ｸ)  秋葉・嶋田(新日鉄穴生ク)

53 18  秋葉  裕美(新日鉄穴生ｸ)  秋葉・小林(新日鉄穴生･北九州テニス倶)

54 19  秋葉  裕美(新日鉄穴生ｸ)  －

55 20  北村慎一郎(新日鉄八幡)  今永・三浦(新日鉄穴生ク)

56 21  北村慎一郎(新日鉄八幡)  北村･秋葉(新日鉄八幡・新日鉄穴生)

57 22  北村慎一郎(新日鉄八幡) －

58 23  北村慎一郎(新日鉄八幡)  北村･秋葉(新日鉄八幡・新日鉄穴生)

59 24  小野　敏孝(新日鉄八幡)  小野・北村(新日鉄八幡)

60 25  小野　敏孝(新日鉄住金八幡)  小野・尾田(新日鉄住金八幡)

61 26  原田　浩(エスタ城南) －

62 27  青山　裕(Ｊ’ｓｏｎｓ) －

63 28 －  小柳・高橋(ＢＫＴ・オンザロード)  田代　隆典(ＳＵＭＣＯ) －

64 29 －  篠崎・福積(グランディール)  遠藤　浩幸(佐賀クラブ) －

65 30  中島　友輝(インフィニティＴＣ)  久富・安倍(パワーズ・小倉ＬＴＣ)  角山　浩幸(カクテル企画) －

66 Ｒ１ －  小柳・小田(Ｂ・Ｋ・Ｔ)  西　昌英(ファーストＴＣ) －

67 2



優勝者一覧表（5/12）

回 年 男子50才以上シングルス 男子50才以上ダブルス 男子55才以上シングルス 男子55才以上ダブルス

21 S49  北福・田村(門鉄ｸ･門司ｸ)

22 50 －

23 51 －

24 52  武田・吉田(門鉄クラブ)

 ・ ・ －

 ・ ・ －

33 61  兵動・田村(門鉄･門司クラブ)

34 62  兵動・田村(門司クラブ)

35 63  田村　寿恵夫(門司クラブ)  田村・兵動(門司クラブ)

36 H 1  森  貞夫(小倉ＬＴＣ)   森 ・鍋島(小倉ＬＴＣ)

37 2  森  貞夫(小倉ＬＴＣ)  兵動・田村(門司クラブ)

38 3  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  鍋島・ 森 (ＴＯＴＯ･小倉ＬＴＣ)

39 4  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  本村・浅尾(小倉ＬＴＣ)

40 5  久永  浩(若松ＬＴＣ)  浅尾・松浦(小倉ＬＴＣ･ふくいテ)

41 6  大蔵　文治(北九州ウエスト)  浦部・川崎(三菱化成)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  久永・久末(戸畑エース)

42 7  池村  直(北九州テニス倶)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)  野間  浩(住友金属)  松浦・浅尾(ふくいﾃ･小倉ＬＴＣ)

43 8  井村  栄記(新日鉄穴生ク)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  －

44 9  川崎　明人(三菱化学)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  磯本・野間(門司ｸ･住友金属)

45 10  井村  栄記(新日鉄穴生ク)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  大蔵・簑田(小倉LTC･穴生ｸ)

46 11  冨高吉之丞(三菱化学)  冨高・高橋(三菱化学)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  大蔵・簑田(小倉LTC･穴生ｸ)

47 12  井上  明人(新日鉄穴生ク)  川崎・岩崎(岡垣クラブ)  川崎  明人(岡垣クラブ)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)

48 13  小柳  明久(行橋テニスクラブ)  大蔵・秋葉(北九ウエスト･穴生ク)  井村  栄記(新日鉄穴生ｸ)  坂本・江口(新日鉄穴生ｸ)

49 14  小林　信幸(北九州テニス倶)  矢野・黒田(新日鉄穴生ク)  姉川  勝利(北九ｳｪｽﾄ)  中口・中口(新日鉄穴生ｸ)

50 15  井上  明人(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)  姉川  勝利(三菱化学)  姉川・高橋(三菱化学)

51 16  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)  菱田    悟(門司ＬＴＣ)  山本・宮崎(城山クラブ･若松LTC)

52 17  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)  菱田    悟(門司ＬＴＣ)  安部・青木(若松ＬＴＣ･触媒化成)

53 18  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)  馬場　善則(戸畑エース)  矢野・黒田(新日鉄穴生ク)

54 19  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)  冨高吉之丞(三菱化学)  高橋・冨高(三菱化学)

55 20  吉岡   正(ﾁｰﾑふくろう)  林・甲斐(岡垣クラブ)  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

56 21  秋葉　裕美(新日鉄穴生ク)  東･幡吉(パワーズ･住友金属)  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

57 22  三浦　哲郎(新日鉄穴生ク)  今永･三浦(新日鉄穴生ク)  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

58 23  秋葉　裕美(新日鉄穴生ク) －  守田  聖啓(新日鉄穴生ク)  井上・守田(新日鉄穴生ク)

59 24  磯中　政彦(ミズノＴＳ)  今永･三浦(穴生ＴＣ)  原田  治親(筑紫野市テニス協会)  井上・守田(穴生ＴＣ・木屋瀬ＴＣ)

60 25  小田　俊明(球遊会) －  秋葉　裕美(グランディール)  小林・秋葉(北九州テニス倶・グランディール)

61 26  小田　俊明(球遊会)  十楽・小田(いのうえﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ・球遊会)  岡田　賢司(北九州ｳｴｽﾄ)  西井・黒木(戸畑エース)

62 27  中川　宏彰(若久ＴＣ)  鞘野・鞘野(行橋テニスクラブ)  秋葉　裕美(グランディール)  山内・秋葉(新日鉄住金八幡・グランディール)

63 28  田代　隆典(ＳＵＭＣＯ)  鞘野・鞘野(行橋テニスクラブ)  藤島　幸一(若松ＬＴＣ)  平井・中野(hirai.Ｔ.Ｃ・小倉ＬＴＣ)

64 29  福母　祐二(チームＺＥＲＯ９)  鞘野・鞘野(行橋テニスクラブ)  賀来　祐輔(長住ＴＣ)  林･十楽(協和発酵バイオ･いのうえﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

65 30  徳永　智雄(親和テニスクラブ)  鞘野・鞘野(行橋テニスクラブ)  山崎　実(チーム.ＴＫ)  林･十楽(協和発酵バイオ･いのうえﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ)

66 Ｒ１  知屋城　浩(田川テニスクラブ) －  中西　洋(安川電機八幡)  堤・三浦(日本製鉄八幡)
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優勝者一覧表（6/12）



回 年 男子60才以上シングルス 男子60才以上ダブルス 男子65才以上シングルス 男子65才以上ダブルス

34 S62

35 63

36 H 1

37 2

38 3

39 4   田村寿恵夫(門司クラブ)  兵動・田村(門司クラブ)

40 5

41 6   田村寿恵夫(門司クラブ)  田村・本村(門司クラブ･小倉ＬＴＣ)

42 7   田村寿恵夫(門司ＬＴＣ)  田村・本村(門司クラブ･小倉ＬＴＣ)

43 8  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  松浦・浅尾(ふくいテ･小倉ＬＴＣ)  加賀見･中沢(小倉L,ｼ三萩野)

44 9  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  濱中・久永(TC MOYO･高見ク)  中沢・山本(ｼﾙﾊﾞｰ三萩野)

45 10  久永  浩(高見ＬＴＣ)  磯本・久永(門司ク･高見ＬＴＣ)  野村・山本(ｼﾙﾊﾞｰ三萩野)

46 11  矢野  一靖(桃園ＬＴＣ)  松浦・浅尾(ふくいテニスク･小倉ＬＴＣ)  山本・野村(ｼﾙﾊﾞｰ三萩野)

47 12  浅尾 　 司(小倉ＬＴＣ)  野間・礒本(住友金･門司ク)  鍋島・野村(TOTO･ｼﾙ三萩)

48 13  大蔵　文治(北九州ウエスト)  船木・矢野(新日鉄穴生ク･桃園クラブ)  松浦・浅尾(ふくいテニスク･小倉ＬＴC)

49 14  大蔵　文治(北九州ウエスト)  浦部・大蔵(三菱化･北九州ウエスト)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  本村・濱中(小倉LTC･ﾊﾛｰﾃﾞｲ)

50 15  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  池村・吉田(北九州テニス倶楽部)  西村  充生(長住テニスクラブ)  濱中・西村(ﾊﾛｰﾃﾞｲ･長住ﾃﾆｽｸ)

51 16  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  大蔵・浦部(小倉LTC･三菱化学)  矢野  一靖(新日鉄穴生ク)  礒本・濱中(門司LTC･ﾊﾛｰﾃﾞｲ)

52 17  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  大蔵･簑田(小倉ＬＴＣ･新日鉄穴生ク)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  松浦・浅尾(ふくいテニスク･小倉ＬＴC)

53 18  浦部  好富(三菱化学)  坂本･中口重(新日鉄穴生クラブ)  矢野  一靖(新日鉄穴生ク)  笠野・堂福(新日鉄穴生ク)

54 19  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  田中･菱田(安川八幡･門司ＬＴＣ)  浦部  好富(三菱化学)  浦部・利光(三菱化学)

55 20  冨高　吉之丞(三菱化学)  冨高･高橋(三菱化学)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  小川・笠野(新日鉄八幡)

56 21  冨高　吉之丞(月曜倶楽部)  冨高･高橋(月曜倶楽部･三菱化学)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  浦部･川崎(三菱化学･岡垣ＴＣ)

57 22  冨高　吉之丞(月曜倶楽部)  菱田･田中(門司ＬＴＣ･北九州テニス倶)  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  浦部･川崎(三菱化学･岡垣ＴＣ)

58 23  冨高　吉之丞(月曜倶楽部)  馬場・渡辺(戸畑エース・新日鉄八幡)  浦部  好富(ＭＣＣ黒崎ＯＢ会)  冨高・浦部(ＭＣＣ黒崎ＯＢ会)

59 24  秋葉　裕美(グランディール)  秋葉・高橋(グランディール・ＰＳＴＣ)  冨高吉之丞(九州国際ＴＣ)  菱田･田中(門司ＬＴＣ･北九州テニス倶)

60 25  原田 治親(筑紫野市テニス協会)  井上・守田(穴生ＴＣ・木屋瀬ＴＣ)  冨高吉之丞(九州国際ＴＣ)  冨高・高橋(九州国際ＴＣ・ＰＳＴＣ)

61 26  原田 治親(筑紫野市テニス協会)  井上・守田(穴生ＴＣ・テニス陣原)  森　哲男(福岡テニス倶楽部)  菱田･田中(門司ＬＴＣ･北九州テニス倶)

62 27  岡本　裕二(芦屋テニスクラブ)  脇野・野田(福岡県シニアテニス連盟)  菱田　悟(門司ＬＴＣ)  安藤･松本(小倉ＬＴＣ･チームスノードロップ)

63 28  原田 治親(筑紫野市テニス協会)  原田・守田(筑紫野市テニス協会・テニス陣原)  森　哲男(木陽会)  小林･大野(北九州テニス倶楽部･パワーズ)

64 29  秋葉　裕美(グランディール)  山内･秋葉(ランチタイム･グランディール)  志賀　眞(ＴＡＫＥ　ＯＦＦ)  小林･大野(北九州テニス倶楽部･パワーズ)

65 30  秋葉　裕美(グランディール)  片岡･古賀(戸畑テニスクラブ)  原田 治親(筑紫野市テニス協会)  野田･山内(ランチタイム)

66 Ｒ１  岡田　賢司(北九州ウエスト)  片渕･秋葉(芦屋ＴＣ･グランディール)  原田 治親(筑紫野市テニス協会)  原田・守田(筑紫野市テニス協会・テニス陣原)
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優勝者一覧表（7/12）

回 年 男子70才以上シングルス 男子70才以上ダブルス 男子75才以上シングルス 男子75才以上ダブルス

36 H 1

37 2

38 3

39 4

40 5

41 6

42 7

43 8

44 9

45 10  内田・蔵本(沖田ク･穴生ク)

46 11  市丸・内田(北九州ウエスト･沖田ク)

47 12  内田・市丸(沖田ク･北九州ウエスト)

48 13  －

49 14  田村・鍋島(門司ＬＴＣ･ＴＯＴＯ)

50 15  田村・本村(門司ＬＴＣ･小倉ＬＴＣ)

51 16  野村・山本(シルバー三萩野)

52 17 － －

53 18  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  松浦・浅尾(ふくいﾃﾆｽ･小倉LTC)

54 19  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  松浦・浅尾(ふくいﾃﾆｽ･小倉LTC)

55 20  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  礒本・安陪(門司ＬＴＣ･筑豊テニス)

56 21  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  浅尾・矢野(小倉LTC･新日鉄穴生)  本村･鍋島(小倉ＬＴＣ)

57 22  矢野　一靖(新日鉄穴生ク)  安陪・浅尾(筑豊ＴＡ・小倉ＬＴＣ) －

58 23  大蔵　文治(小倉ＬＴＣ)  大蔵・浅尾(小倉ＬＴＣ) －

59 24  浦部  好富(チームＯＹＭ１９)  浦部・ 大蔵(チームOYM19・小倉ＬＴＣ)  鍋島・野村(小倉ＬＴＣ)

60 25  信田 敏夫(ＡＢＣ　Ｉ．Ｔ．Ｓ)  信田・浅尾(ＡＢＣ　Ｉ．Ｔ．Ｓ・小倉ＬＴＣ) － －

61 26  川﨑　明人(岡垣ﾃﾆｽクラブ)  浦部・川﨑(田川ＴＣ・岡垣ＴＣ)  西村　充生(長住ＴＣ) －

62 27  川﨑　明人(岡垣ﾃﾆｽクラブ)  松本・鈴木(ランチタイム・テニスＤＩＶＯ)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)
 信田・矢野
(熊本県テニス愛好会・新日鉄住金八幡)

63 28  冨高　吉之丞(九州国際ＴＣ)  川﨑・松本(岡垣ＴＣ・ランチタイム)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  大野・甲斐(木陽会)

64 29  冨高　吉之丞(九州国際ＴＣ)  井村･原(新日鉄住金八幡･テニスＤＩＶＯ)  宗本　道雄(宗像市テニス協会)  大野・甲斐(木陽会)

65 30  園井 浩二(長住クラブ)  川﨑･安藤(岡垣ＴＣ･小倉ＬＴＣ)  宗本　道雄(宗像市テニス協会)  大野・竹川(木陽会)

66 Ｒ１  森 哲男(木陽会)  安藤・脇野(小倉ＬＴＣ・ランチタイム)  浅尾　司(小倉ＬＴＣ)  川﨑･松本(岡垣ＴＣ･ランチタイム)
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回 年 男子80才以上シングルス 男子80才以上ダブルス 男子85才以上シングルス 男子85才以上ダブルス

51 16

52 17

53 18

54 19

55 20

56 21

57 22

58 23

59 24

60 25  鍋島・野村(小倉ＬＴＣ)

61 26  鍋島・野村(小倉ＬＴＣ)

62 27  鍋島・野村(小倉ＬＴＣ)

63 28  原・毛利(ランチタイム)

64 29  原・毛利(ランチタイム)

65 30  原・毛利(ランチタイム)

66 Ｒ１  原・毛利(ランチタイム)

67 2



優勝者一覧表（8/12）

回 年 女子A級シングルス 女子A級ダブルス 女子B級シングルス 女子B級ダブルス

1 S29

2 30

3 31

4 32

5 33  木全　豊子(門司クラブ)  木全・菅井(門司クラブ)

6 34  牧  幸子(三菱化成)  牧　・本田(三菱化成)

7 35  牧  幸子(三菱化成)  牧  ・秋吉(三菱化成)

8 36  牧  幸子(三菱化成)  牧  ・花田(三菱化成)

9 37  牧  幸子(三菱化成)  牧  ・花田(三菱化成)

10 38  加藤マサ子(林兼産業)  木全・秋吉(三菱化成)

11 39  玉井美代子(林兼産業)  玉井・加藤(林兼産業)

12 40  玉井美代子(林兼産業)  木全・高木(門司クラブ)

13 41  玉井美代子(林兼産業)  秋吉・玉井(門司クラブ･林兼産業)

14 42  玉井美代子(林兼産業)  木全・木全(門司クラブ)

15 43  玉井美代子(林兼産業)  玉井・高木(門司クラブ)

16 44  安武  勝美(福岡クラブ)  福山・高木(大阪クラブ･門司クラブ)

17 45  高木  豊子(門司クラブ)  福山・高木(池田クラブ･門司クラブ)

18 46  合瀬　よしみ(福岡クラブ)  緒方・広尾(天草･久光)

19 47  中馬　美智子(親和銀行)  有吉・鬼崎(福岡クラブ)

20 48  松本  稜子(東陶)  福田・萩田(福岡クラブ)

21 49  左手都志子(美津濃)  久富・河野(福岡クラブ)

22 50  松田  睦美(美津濃)  松田・吉田(美津濃)

23 51  亀村  正子(三菱化成)  木全・左手(門司クラブ･美津濃)

24 52  阿部　絹子(久山ロイヤル)  阿部・山田(久山ロイヤル)

25 53  永田  芳子(日本楽器)  今藤・松尾(門司クラブ)

26 54  藤崎  友子(高見クラブ)  本村・久保田(小倉クラブ)  永井  静栄(高見クラブ)  江藤・永弘(青山クラブ)

27 55  井上　ゆかり(柳川高校)  井上・成松(柳川高校)  古賀美津子(安川小倉)  山中・金子(タマヤロ･高見クラブ)

28 56  渡辺　淳子(八幡中央高)  本村・久保田(小倉クラブ)  上田真理子(門司子供教)  藤井・川上(グリーンハイツ)

29 57  赤松  和代(北九州グリーン)  富岡・古屋敷(若松グリーン)  倉光　真弓(穴生クラブ)  倉光・中口(穴生クラブ)

30 58  吉田のり子(水巻グリーン)  講本・福田(柳 川 高 校)  浜村  寿子(門司クラブ)  藤井・梅田(北九州グ･清見クラブ)

31 59  赤松  和代(北九州グリーン)  赤松・今藤(北九グ･門司ク)  波多江　悦子(グリーンハイツ)  中山・福井(関門クラブ･ふくいテニス)

32 60  吉田のり子(水巻グリーン)  日浦・藤崎(新日鉄･高見ク)  大西  由美(グリーンハイツ)  成田・青木(門司クラブ)

33 61  吉田のり子(水巻グリーン)  吉田・福田(水巻グ・筑紫女)  坂口  博美(折尾女子)  綿木・小野(マンデークラブ)

34 62  倉光  真弓(穴生クラブ)  倉光・久保田(穴生クラブ)  川原  政子(宗像ガーデン)  田中・幸  (穴生クラブ)

35 63  村上  千絵(北九州ウエスト)  天野・村上(北九州ウエスト)

36 H 1  大村  奈緒(グリーンハイツ)  藤崎・倉光(高見ク･穴生ク)

37 2  大村  奈緒(旭 硝 子)  山下・藤崎(高見ＬＴＣ)

38 3  大村  奈緒(フィットネスクラブ)  藤崎・倉光(高見ク･穴生ク)

39 4  天野　静香(北九州ウエスト)  藤崎・倉光(高見ク･穴生ク)

40 5  倉光  真弓(穴生クラブ)  藤崎・倉光(高見ク･穴生ク)  平原みどり(田ﾉ浦クラブ)  山本・田中(住友金属)

41 6  天野　静香(北九州ウエスト)  藤崎・倉光(高見ク･穴生ク)  迎    一恵(沖田クラブ)  合田・小柳(住金･行橋ｸ)

42 7  村上  千世(北九州プリンス)  江頭・村上(北九ウエスト･北九州プ)  宮本  亜依(ＴＣＯＨ)  藤根・川村(北九州ウエスト)

43 8  村上  千世(北九州プリンス)  村上・江頭(北九州プ･北九ウエスト)  川田  洋子(ビバテニスクラブ)  青木・出光(ＴＣＯＨ)

44 9  松野　知恵(北九州ウエスト)  梅崎・出光(ＴＣＯＨ)  宮本　絵梨香(北九州ウエスト)  長田・嶋田(新日鉄穴生ク)

45 10  天野　静香(北九州ウエスト)  天野・江頭(北九州ウエスト)  渡辺　薫(フリー)  松井・陣内(高見ＬＴＣ･北九州ウエスト)

46 11  鼓  こずえ(中央インドア)  久原・深田(高見LTC･足立ｶﾞｰﾃﾞﾝTS)  青木　里佳(北九州ウエスト)  染矢・勝本(中央インドア･オーガスト)

47 12  松野　知恵(北九州ウエスト)  吉野・惣路(北九ウエスト･パワーズ)  野畑  安理(中央ｲﾝﾄﾞｱ)  緒方・秋本(行橋テニスクラブ)

48 13  藤崎  友子(高見ＬＴＣ)  深田・下村(足立ｶﾞｰﾃﾞﾝＴＳ・パワーズ）  川口千佐子(小倉クラブ)  池田・上永(足立ｶﾞｰﾃﾞﾝＴＳ・ﾁｰﾑ･ｴｽ)

49 14  川村久美子(CAMP-2)  深田・下村(足立ｶﾞｰﾃﾞﾝＴＳ・パワーズ）  西田　藍(北九州ウエスト)  佐藤・林田(三萩野ク･ウィングプ)

50 15  緒方　舞(北九州ウエスト)  緒方・八丁(北九州ウエスト)  吉元  里美(門司ＬＴＣ)  重富・佐々木(小倉ＴＣ･CAMP-2)



優勝者一覧表（9/12）

回 年 女子A級シングルス 女子A級ダブルス 女子B級シングルス 女子B級ダブルス

51 16  緒方　舞(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  萱嶌・緒方(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  橋本　由樹子(新日鉄八幡)  金子・橋本(北九州ウエスト･新日鉄八幡)

52 17  熊井　久美子(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  萱嶌・熊井(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  吉元　美咲(エスプーン)  原田・大江(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘ･新日鉄穴生ｸ)

53 18  佐々木  綾(キャンプ･ツー)  下村・柚木(ﾈｸｽﾄﾜｰﾙﾄﾞ･北九州ウエスト)  道中　ゆかり(オーガストＴＣ)  平野･道中(新日鉄八幡･ｵｰｶﾞｽﾄTC)

54 19  宮本　梨沙(グリーンヒルズ)  内田・熊井(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  伊藤　千春(フリー)  高橋・神田(テニスDIVO･TUNC)

55 20  平岡　唯(九州共立大)  内田･山本(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  松本  淳子(グリーンヒルズ)  辰元･小庄司(ビッグスランジェ)

56 21  中嶌　瑞希(三菱化学)  内田･下村(Water lily･ﾈｸｽﾄﾜｰﾙﾄﾞ)  安部 加奈子(豊々クラブ)  中島･安部(豊々クラブ)

57 22  宮本　梨沙(グリーンヒルズ)  増本･大塚(テニスＤＩＶＯ･ﾈｸｽﾄﾜｰﾙﾄﾞ)  板東 すずこ(オーガストＴＣ)  折元･松本(チームスノードロップ)

58 23  宮本　梨沙(グリーンヒルズ)  竹ノ脇・松山(戸畑テニスクラブ）  牧迫 かおり(チーム･スノードロップ)  仲間・高尾(三萩野クラブ・小倉ＬＴＣ）

59 24  諌山　佳恵(小倉ＬＴＣ)  高橋・諌山(Water Lily・小倉ＬＴＣ）  田向　博美(ＫＯＮ・ＴＣ)  藤田・阿島(芦屋テニスクラブ）

60 25  諌山　佳恵(小倉ＬＴＣ)  高橋・諌山(Water Lily・小倉ＬＴＣ）  福田　優(折尾愛真中学)  村山・磯田(ＴＥＡＭ　ＺＥＮ　）

61 26  伊藤　真実(オンザロード)  山時・増本(テニスＤＩＶＯ)  松下　菜々(折尾愛真中学)  古小路・来田(門司LTC・穴生TC)

62 27  岸田　舞(Ｗａｔｅｒ　Ｌｉｌｙ)  岸田・長野(Water Lily・Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ）  大﨑　みらの(北九州ウエスト)  早川・入江(北九州ウエスト・Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ）

63 28  平原　彩香(テニスＤＩＶＯ)  蓑田・道中(北九州ウエスト・オーガスト)  大蔵　好珠(北九州ウエスト)  羽出山・河原(ビバテニスクラブ）

64 29  青木　里佳(北九州ウエスト)  竹ノ脇･安部(戸畑ＴＣ･エスタ香椎）  木藤　唯(折尾愛真短大)  木藤･俵(折尾愛真短大)

65 30  小田　陽菜(テニスＤＩＶＯ)  吉元･塩田(テニスＤＩＶＯ）  床田　真唯(グランディール)  蓑田･弥冨(テニスＤＩＶＯ)

66 Ｒ１  大蔵　好花(北九州ウエスト)  小田･小田(テニスＤＩＶＯ）  田中　麻里(テニス陣原)  小手川･因幡(グローバルアリーナ・芦屋ＴＣ)

67 2

回 年 女子Ｃ級シングルス 女子Ｃ級ダブルス 女子40才以上シングルス 女子40才以上ダブルス

34 62  末宗・姉川(穴生クラブ)

35 63  久保田　哲子(穴生クラブ）  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

36 H 1  久保田　哲子(穴生クラブ）  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

37 2  久保田　哲子(穴生クラブ）  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

38 3  近藤　茂代(小倉テニス)  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

39 4  田中みや子(穴生クラブ)  今藤・浜村(門司クラブ)

40 5  濱村  寿子(門司クラブ)  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

41 6  加賀田敬子(北九市役所)  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

42 7  倉光　真弓(穴生クラブ)  近藤・久保田(小倉テ･穴生ク)

43 8  山下  英子(高見LTC)  山下・久原(高見ＬＴＣ･フリー)

44 9  加賀田敬子(北九市役所)  久原･加賀田(高見ＬＴＣ･北九市役所)

45 10 －  佐田・寶部(ふくいＴＣ)

46 11  藤崎  友子(高見LTC)  廣吉・山下(中央インドア･高見ＬＴＣ)

47 12  山下  英子(高見LTC) －

48 13  山下  英子(高見LTC) －

49 14 － －

50 15 － －

51 16 －  久保田･藤田(新日鉄穴生クラブ)

52 17  久保田 哲子(新日鉄穴生クラブ) －

53 18 － －

54 19 － －

55 20 － －

56 21 － －

57 22 － －

58 23 － －

59 24 － －

60 25 － －

61 26 － －

62 27 － －

63 28  田中　麻里(テニス陣原)  松本･広瀬(テニス陣原・三萩野クラブ) － －

64 29  加藤　美晴(グランディール)  原田･中原(門司ＬＴＣ) － －

65 30  床波　未来(フリー)  岡山･丸田(フロムＡ・テニスＤＩＶＯ) － －

66 Ｒ１  八郷　まどか(Ｇ.Ｈ.Ｉ.Ｔ.Ｓ)  若井･郡谷(北九州市役所) － －
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優　勝　者　一　覧　表（10/12)



回 年 女子45才以上シングルス 女子45才以上ダブルス 女子50才以上シングルス 女子50才以上ダブルス

39 6  近藤　茂代(小倉テニス)

40 7  久保田　哲子(穴生クラブ)

41 6  久保田　哲子(穴生クラブ)

42 7  濱村  壽子(門司クラブ)

43 8  山下  英子(高見ＬＴＣ)  幸 ・向野(穴生クラブ･門司クラブ)  久保田　哲子(穴生クラブ)  本村・藤田(足立クラブ)

44 9  山下　英子(高見ＬＴＣ)  久保田・近藤(穴生クラブ･小倉ＬＴＣ)  久保田　哲子(穴生クラブ)  久保田･近藤(穴生ｸ･TCMOYO)

45 10  山下　英子（高見ＬＴC)  －  －

46 11  濱村  壽子(丸山クラブ)  －  成田・山下(ｵｰｶﾞｽﾄ･高見L)

47 12  －  山下・野田(高見ＬＴＣ・ＮＰＤ)  久保田･近藤(穴生ｸ･小倉TC)

48 13  山下　英子(新 日 鉄)  向野・勝本(門司LTC･ｵｰｶﾞｽﾄ)  濱村　壽子(丸山クラブ)  久保田･近藤(穴生ｸ･小倉TC)

49 14 － －  濱村　壽子(丸山クラブ)  山下・野田(新日鉄･NPDﾃﾆｽ)

50 15 － － －  濱村・陣内(丸山ｸ･北九ｳｴｽﾄ)

51 16 － －  藤崎  友子(新日鉄八幡)  天野・藤崎(ｴｽﾌﾟｰﾝ･新日鉄八幡)

52 17 －  角田・小串(三萩野ク･小倉ＬＴＣ)  藤崎  友子(新日鉄八幡)  坂本・向野(ｵｰｶﾞｽﾄTC･門司LTC)

53 18 － － －  向野・坂本(門司LTC･ｵｰｶﾞｽﾄTC)

54 19 － － －  濱村･陣内(三萩野ｸ･北九ｳｴｽﾄ)

55 20 － － －  濱村･重冨(三萩野ｸ･小倉ﾃﾆｽｸ)

56 21 － － －  深田･川田(足立ガーデンTS)

57 22 － －  小串　節子(小倉ＬＴＣ)  小串･浜田(小倉ＬＴＣ・グローバルアリーナ)

58 23 － －  米村 さとみ(グリーンヒルズ)  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ)

59 24 － －
 藤城　治美(ふくいテニスクラ
ブ)

 深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ)

60 25 － －
 藤城　治美(ふくいテニスクラ
ブ)

 田辺･尾場瀬(戸畑ＴＣ・テニスＤＩＶＯ)

61 26 － －
 藤城　治美(ふくいテニスクラ
ブ)

 藤田・大坪(ﾋﾞｯｸﾞｽﾗﾝｼﾞｪ・小倉ＴＣ)

62 27 － －  岩本　由美子(エスタ香椎)  藤城・岩本(ふくいＴＣ・エスタ香椎)

63 28 － －  岩本　由美子(エスタ香椎)  岩本・藤城(エスタ香椎・ふくいＴＣ)

64 29 － －  岩本　由美子(エスタ香椎) －

65 30 － －  岩本　由美子(エスタＩＴＳ) －

66 Ｒ１ － － － －
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優　勝　者　一　覧　表（11/12)

 回 年  女子55才以上シングルス 女子55才以上ダブルス 女子60才以上シングルス 女子60才以上ダブルス

44 Ｈ9  綿木・中原(小倉LTC･門司クラブ)

45 10  本村・西村(足立クラブ)

46 11  －  －

47 12  －  －

48 13  中村・山内(シルバー三･ローズクラブ)  －

49 14  －   －  藤田･錦木(新日鉄穴生ク･小倉ＬＴＣ)

50 15  －   － －  －

51 16  山下  英子(新日鉄八幡)  山下・川原(新日鉄八幡･宗像JOY) －  －

52 17  山下  英子(新日鉄八幡)  濱村・廣吉(丸山クラブ) －  －

53 18  藤崎  友子(新日鉄八幡)  濱村・廣吉(丸山クラブ) －  －

54 19  向野　晴美(門司LTC)  向野･川田(門司LTC･新日鉄穴生ク) －  －

55 20  向野　晴美(門司LTC)  川田･向野(新日鉄八幡･門司LTC) －  久保田･廣吉(新日鉄穴生ク･丸山ク)

56 21  －  川田･向野(新日鉄穴生ク･門司LTC) －  久保田･廣吉(新日鉄穴生ク･丸山ク)

57 22  －  向野・川田(門司LTC・新日鉄穴生ク) －  －

58 23  －  川田･山本(新日鉄穴生ク･北九州ウエスト) －  －

59 24 －  川田･角田(足立ガーデンＴＳ･ネクストワールド) －  川田･山本(新日鉄八幡･北九ウエスト)

60 25 －  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ) －  栗田･向野(アサヒ緑健久山･門司ＬＴＣ)

61 26 － － －  向野・川田(門司ＬＴＣ・足立ｶﾞｰﾃﾞﾝ)

62 27  牛島　めぐみ(北九州テニス倶)  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ) －  川田・林(足立ｶﾞｰﾃﾞﾝ・ふくいＴＣ)

63 28  牛島　めぐみ(北九州テニス倶)  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ) －  川田・林(足立ｶﾞｰﾃﾞﾝ・ふくいＴＣ)

64 29
 藤城　治美(ふくいテニスクラ
ブ)

 深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ) －  藤野･角田(グリーンビレッジＴＣ･芦屋ＴＣ)

65 30
 藤城　治美(ふくいテニスクラ
ブ)

 首藤･藤城(ＫＴＣ・ふくいテニスクラブ) －  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ)

66 Ｒ１  岩本　由美子(エスタＩＴＳ)  岩本・藤城(エスタＩＴＳ・ふくいＴＣ) －  深田･土橋(足立ガーデン・フォーライフ)
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回 年 女子65才以上シングルス 女子65才以上ダブルス 女子70才以上シングルス 女子70才以上ダブルス

41 Ｈ6

42 7

43 8

44 9

45 10

46 11

47 12

48 13

49 14

50 15

51 16

52 17

53 18

54 19

55 20

56 21

57 22

58 23

59 24

60 25  高木･野田(長住ＴＣ・アサヒ緑健久山)

61 26 －

62 27 －

63 28 －

64 29 －

65 30 －

66 Ｒ１ －
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                優　勝　者　一　覧　表（12/12)

回 年 混合ダブルス 社会人Ｂ級シングルス 社会人Ｂ級ダブルス

6 Ｓ34  古賀・ 牧 (三菱化成)

7 35  古賀・ 牧 (三菱化成)

8 36  古賀・ 牧 (三菱化成)

9 37  生川・ 牧 (三菱化成)

10 38  西村・木全(門鉄･門司クラブ)

11 39  兵動・木全(門鉄･門司クラブ)

12 40  藤井・久富(岩田屋･九庭)

13 41  西村・玉井(林兼産業)

14 42  中川・木全正(三菱化成･戸畑)

15 43 －

16 44  阪本・高木(三菱化成･門司クラブ)

17 45  二本松･福山(門鉄クラブ･池田クラブ)

18 46  尾園・緒方(関大OB･天草)

19 47  錦戸・有吉(福岡クラブ)

20 48 (優勝戦雨天中止)

21 49  伊藤・左手(美津濃)  笠置　正義(神鋼長府)  笠置・加藤(神鋼長府･段谷)

22 50  高須賀・吉田(美津濃)  丸元  清一(新日鉄)  吉井・園田(住友金属)

23 51  錦戸・塩川(小倉クラブ･三菱化成)  西田  新一(新日鉄)  加藤・新川(洞海化･触媒化)

24 52  山本・山田(大栄海運･久山ロイヤル)  中田 猛(三菱化成)  福井・下川(三鉱ｾ･朝日新)

25 53  福井・永田(久山ロイヤル･日本楽器)  大町  和弘(門鉄)  岡本・梶田(ひびきグ･くろがね)

26 54  山本・計良(門司クラブ)   ・   ・

27 55  原田･本村(北九州グリーン･小倉ＬＴＣ)   ・   ・

28 56  水上・今藤(門司クラブ)   ・   ・

29 57  富田・赤松(門鉄･北九グリーン)

30 58  高木・村山(福大職員･春日クラブ)

 ・  ・   ・

 ・  ・   ・


