
関係各位

八幡東西区大会運営委員会

◆受付件数(2023年3月9日17:00締切り)

No エントリー数 備考

1 男子 シングルス 35

2 ダブルス 12

3 女子 シングルス 14

4 ダブルス 7

合計 68

2023年度(第49回)

八幡東西区新人テニス大会【受付リスト】

種目

2023年3月12日

北九州市テニス連盟

選手の皆さん、申込みありがとうございました。次の通り受け付けました。

もし、記載内容に誤り等があれば、申込み控えの「返信メール」をもって、3/17(金)までにお

知らせください。

「返信メール」がないエントリーに関しては、お答えできない場合がありますのでご了承ください。

事務局

田中義之(tanakayoshi1969122@yahoo.co.jp:080-4282-3467)

または

山崎伸也(yamasaki.kita9.tennis@gmail.com)
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男子シングルス 選手名の50音順

No 選手氏名 ヨミガナ 所属 備考

1 秋光 哲 アキミツ サトル 八幡南高校

2 安部 紘史 アベ ヒロシ 北九州ウエスト

3 荒石 正 アライシ タダシ フリー

4 石田 秀章 イシダ ヒデアキ 北九州ウエストサイドテニスクラブ

5 稲葉 想 イナバ ソウ 八幡南高校

6 上原 忠博 ウエハラ タダヒロ クレスト

7 内田 博之 ウチダ ヒロユキ 日本製鉄八幡

8 江里 龍樹 エリ タツキ フリー

9 大久保 克哉 オオクボ カツヤ NSSOL

10 大久保 政尚 オオクボ マサナオ 北九州テニスサークル

11 岡田 嘉寛 オカダ ヨシヒロ 北九州ウエストサイドテニスクラブ

12 小田 隆宏 オダ タカヒロ 穴生テニスクラブ

13 北川 真也 キタガワ シンヤ 日本製鉄八幡

14 髙橋 慶多 タカハシ ケイタ 安川電機 八幡

15 田所 佳真 タドコロ ヨシマサ 穴生テニスクラブ

16 露口 啓悟 ツユグチ ケイゴ hirai TS

17 床波 重久 トコナミ シゲヒサ NSSOL

18 床波 航 トコナミ ワタル NSSOL

19 Tran Tuan Linh トラントゥランリン 三菱ケミカル(株)

20 中島 雄基 ナカジマ ユウキ NSSOL

21 中西 正 ナカニシ タダシ 日本製鉄八幡

22 中村 啓章 ナカムラ ヒロアキ フロムＡ

23 中山 尚紀 ナカヤマ ナオキ 三菱ケミカル(株)

24 西﨑 祐真 ニシザキ ユウマ 八幡南高校

25 野坂 朋輝 ノサカ トモキ hirai TS

26 橋本 和博 ハシモト カズヒロ フリー

27 平山 裕二郎 ヒラヤマ ユウジロウ 三菱ケミカル

28 藤盛 久晴 フジモリ ヒサハル 四塚クラブ

29 前田 勇吾 マエダ ユウゴ フリー

30 松下 亮 マツシタ リョウ 北九州市ウエスト

31 三浦 斉 ミウラ ヒトシ フロムA

32 村部 恭平 ムラべ ヤスヒラ フリー

33 森 憲一 モリ ケンイチ フロムA

34 山口 智史 ヤマグチ トモフミ 安川電機　八幡

35 横矢 真一 ヨコヤ シンイチ クレスト

2 記載内容は原則そのままにしています



男子ダブルス 選手1の50音順

No 選手1氏名 ヨミガナ 所属 選手2氏名 ヨミガナ 所属

1 上原 忠博 ウエハラ タダヒロ クレスト 池田 勉 イケダ ツトム クレスト

2 内田 博之 ウチダ ヒロユキ 日本製鉄八幡 中西 正 ナカニシ タダシ 日本製鉄八幡

3 大久保 克哉 オオクボ　カツヤ NSSOL 夏目 洋希 ナツメ　ヒロキ NSSOL

4 小田 隆宏 オダ タカヒロ 穴生テニスクラブ 田所 佳真 タドコロ ヨシマサ 穴生テニスクラブ

5 後藤 実 ゴトウ　ミノル NSEテニス同好会 長尾 毅 ナガオ　ツヨシ NSEテニス同好会

6 髙橋 慶多 タカハシ ケイタ 安川電機 八幡 俣賀 幹夫 マタカ ミキオ 安川電機 八幡

7 床波 航 トコナミ　ワタル NSSOL 床波 重久 トコナミ　シゲヒサ NSSOL

8 露口 啓悟 ツユグチ ケイゴ hirai TS 野坂 朋輝 ノサカ トモキ hirai TS

9 中山 尚紀 ナカヤマ ナオキ 三菱ケミカル(株) Tran Tuan Linh トラン　トゥラン　リン 三菱ケミカル(株)

10 那須野 美道 ナスノ ヨシミチ フロムA 森 憲一 モリ　ケンイチ フロムA

11 平山 裕二郎 ヒラヤマ ユウジロウ 三菱ケミカル 中野 佑典 ナカノ　ユウスケ 三菱ケミカル

12 松下 誠 マツシタ マコト 田川テニスクラブ 柴田 琉暉 シバタ リュウキ グランディールテニスクラブ

3 記載内容は原則そのままにしています



女子シングルス 選手名の50音順

No 選手氏名 ヨミガナ 所属 備考

1 阿部　良子 アベ　ヨシコ 北九州ウエスト

2 井口　莉子 イグチ　リコ 八幡南高校

3 石田　明美 イシダ　アケミ グランデイールテニスクラブ

4 石橋　淑子 イシバシ ヨシコ フリー

5 糸谷　里恵 イトタニ　リエ オーガスト

6 糸山　咲奈 イトヤマ　エナ 八幡南高校

7 井上　由美子 イノウエ　ユミコ 四塚クラブ

8 高橋　直子 タカハシ　ナオコ 四塚クラブ

9 中村 こころ ナカムラ ココロ フリー

10 西畑　ゆかり ニシハタ　ユカリ プリンスヒルズ

11 藤盛　直子 フジモリ　ナオコ 四塚クラブ

12 真鍋　朋子 マナベ　トモコ hirai TS

13 山崎　留美 ヤマサキ　ルミ 日本製鉄八幡

14 山戸　優奈 ヤマト　ユウナ 八幡南高校

4 記載内容は原則そのままにしています



女子ダブルス 選手1の50音順

No 選手1氏名 ヨミガナ 所属 選手2氏名 ヨミガナ 所属

1 松岡　まゆみ マツオカ　マユミ ウエストサイドテニスクラブ 有田　裕美 アリタ　ヒロミ ウエストサイドテニスクラブ

2 阿部　良子 アベ　ヨシコ 北九州ウエスト 池田　聖子 イケダ　セイコ 北九州ウエスト

3 山崎　由紀 ヤマサキユキ TS・TRY 安田　宏枝 ヤスダ ヒロエ TS•TRY

4 高橋　直子 タカハシ　ナオコ 四塚クラブ 井上　由美子 イノウエ ユミコ 四塚クラブ

5 真鍋　朋子 マナベ　トモコ hirai.ts 山崎　留美 ヤマサキ ルミ 日本製鉄八幡

6 石田　明美 イシダ　アケミ グランデイールテニスクラブ 白石　小百合 シライシ サユリ グランデイールテニスクラブ

7 中村　こころ ナカムラ ココロ フリー 石橋　淑子 イシバシ ヨシコ フリー

5 記載内容は原則そのままにしています


