
有田　知史 上田　忠雄 楠　良寛 在永　昇洋 安倍　秀貴 井上　隆弘
上床　昌幸 大浦　恭平 河野　正光 大野　陽輔 牛道　宏文 木村　直翔
大蔵　謙治 岡田　不二 定方　敦 梯　隼人 尾形 康治 河野　柊平
大平　亮 門田　優作 高山　裕之 幸野　貴文 乙藤　拓人 小林　雅則
小田原　敦志 佐々木　一真 田中　孝治 岸川　広司 小野　敏孝 棚田　竜也
小野　充裕 首藤　浩文 徳島　拓郎 酒井　正洋 北村　慎一郎 千田　博史
坂本　悠輔 鈴木　隆太郎 野村　喜久雄 相良　進一郎 倉前　勝仁 津島　克典
杉本　大祐 中西　裕之 八谷　悠生 下田　豪太 志賀　新 中尾　和樹
堤　優真 高橋　涼 福田　正一 首藤　伸弥 下田　総至 松中　脩
濱本　和晃 馬場　将則 桝口　喬平 田口　和則 野間　廉 宮野　啓太
原　卓磨 平林　繁文 山辺　剛 竹松　知洋 吉田　和成 横下　恭平

阿南　悠人 秋島　大地 池田　満一 石田　洋一郎 池田　俊之 加藤　春輝
浦上　泰英 上田　翔 魚本　和茂 大塚　健一 白川　健一 川島　直城
梶原　颯大 大田　駿介 垣内　周作 古賀　勝敏 鈴木　聡 坂本　珠三郎
木村　和美 白石　誠人 熊谷　詳太郎 田端　亮平 竹下　浩二 佐藤　駿
齊藤　亮太 副田　太樹 竹森　恒雄 千々和　秀二 知屋城　浩 佐渕　悠
高浦　健伸 武内　雄司 久野　達典 中島　龍則 津﨑　雄太 白石　稜太
原田　圭 角田　誠一 久野　玄仁 中田　成二 中西　洋 花田　浩二
平田　章 那須　敬太 深水　大地 藤本　敦 新田　拡夢 宮原  大地
弘中　陽 花田　海翔 福岡　悟 藤吉　祐樹 藤野　賀須男 山路　聖也
迎　伸太朗 横山　順也 藤岡　祐久 牟田　英昭 守田　寛啓 若林　京太郎
村屋　飛翔 渡邉　仁史 丸岡　正徳 山田　聡宣 山崎　哲也 末永　昇大

大西　秀樹 秋葉　裕美 阿部　友明 青木　三昌 加治　暁紘 植村　哲平
佐藤　秀昭 岡本　裕二 岩村　彰斗 柿本　恭平 上遠野　嵩 大原　浩幸
棚橋　直之 片渕　　明 河野　誠司 行徳　祐介 陣内　健太 岡井　裕太
築地　雅昭 田尻　知大 鞘野　雅彦 久良知　宗一郎 鳥井　翔太 越智　悟
中根　悠輔 橘　信治 竹下　元気 白石　昭寿 原田　将大 神崎　洸聡
西野入　敏男 中山不可志 田代　亮祐 新留　健介 東　慎吾 日下部　祥悟
原田　洋志 花田　福徳 田邉　佳矩 髙田　雅也 廣渡　誠二 谷　知征
平山　省悟 原　和彦 西村　幸吉 中村　謙吾 増原　章人 西野　薫
松井　直 福岡　洋一 濱野　芳史 平田　卓也 森　一真 平川　豊晃
森下　敬介 福積  康弘 前田　陽平 籾井　良太 吉永　郷史 森嶋　裕樹
米丸　寿幸 山本　圭一 横手　宏太 原野　広成

ＦＴＣ 芦屋テニスクラブ ＴＵＮＣ 田川テニスクラブ テニスやってるよ。　Ⅰ 九州労災病院

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

Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅱ テニスＤＩＶＯ 三萩野クラブ 北九州市役所 安川電機八幡 テニスやってるよ。　Ⅱ

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 ＴＯＴＯ ＫＴＳ チームＴＤＯ 新日鉄住金八幡 ＴＴｍＴ

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



今古賀　淳平 乾野　修平 岡田　尚三 有馬　隆司 石本　卓郎 池田　宏
小田　浩司 井村　慎一郎 鬼塚　健 池田　祥太 今井　正 今藤　弘
小森　誠一郎 猿渡　拓麻 北村　貴典 伊勢　貴 小川　貴章 上田　博文
小柳　正幸 岡　泰弘 小庄司　秀明 梅野　伸治 片岡　博史 小田　康博
塩田　一彦 斉藤　智彦 坂田　直紀 河野　暁史 古賀  芳男 白江　摂
二宮　翔 佐藤　優介 坂本　祐一 斉藤　真也 田邊　悠介 真如　慶一
橋本　道雄 清家　光 西上　尚志 坂井　宏彰 鶴田　唯史 真如　一彬
福田　博 辻本　拓也 福田　光俊 樋口　修平 松永　圭司 真如　友洋
松本　圭右 中田 恵吾 藤田　一浩 松本　唯希 山本　昴 山本　周
山田　泰之 藤田　成州 森　直人 森谷　健史 吉田　啓孝

山本　悟 山田　昌平 山本　一博 渡瀬　和幸

安藤　武実
浦郷    隆
荻田　康雄
岸田　真
小柳　健太
世良　元樹
高橋　博丈
十時  民雄
中野　新司
村上　達也
和田　豊

オンザロード　Ⅱ

男子　１＆２部　２５

Ｂ・Ｋ・Ｔ Ⅰ ９５９ ビッグスランジェＴＣ Ｊ＆Ｊ 戸畑テニスクラブ 門司ＬＴＣ

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



石塚　浩一 B 赤井 真也 荻原　翔平 阿河　昌和 秋本　健作 安部　勝典
岩崎　公生 岸本　幸尚 B 勝井　紀雄 礒本　勝利 大坪　佳介 浅倉　学
甲斐　洋二 吉良山　建治 唐鎌　寛崇 岡本　昭治 大西　宏毅 石橋　慎仁
加藤　大樹 白井　陽祐 則座　哲 川田　一 川野　秀樹 大島　常典
釜瀬　貴之 新保　禎信 田尻　祐貴 国広　貞秀 花田　久嗣 大松　俊英

A 鈴木　達郎 中森　弘明 福井　耕平 栗崎　隆晴 平岡　三直 門上　希和夫
舌間　常雄 春木　祥太 B 古川　泰規 小ヶ倉　健 二木　順二 窪田　式部
立川　真太郎 堀口　太 増田　学 権代　博 中野　邦弘 寺岡　康三
林　健二 松本　康昭 安村　直樹 高尾　大介 三好　正信 西江　陸志
三川　正一 楊　瀛洲 四枝　寿智 中田　英雄 A 吉尾　毅 上田　貴通
三川　昴暁 湯原　匠 渕上　清久 吉武　幸規 吉村　隆男

稲益　仁 相川　清志 Ａ井上　朝生 明石　雄一郎 植村　幸治 井上　明輝
稲益　陽二 足立　一樹 井上　雅文 B 井上　悟 奥中　純一 小田　隆宏
今冨　英樹 尾畑　法剣 木村　真哉 宇都宮　慎吾 柏崎　敏美 B 折元　秀敏
城戸崎　淳 河野　和浩 黒瀬　雅直 梅田　威之 川谷　圭次郎 亀川　浩二
楠　征二 小島　直樹 黒田　成郎 高宮　隆 田爪　健治 隅田　清
斉田　謙介 坂口　寿規 坂本　雅彦 徳川　智章 武田　　徹 武内　浩次郎
高畑　雄一 田中　諭 澤村　敏幸 長尾　信治 原田　敬二 田中　貴弘

B 永島　博文 鳥丸　耕一 照屋　隆二 B 原田　洋次郎 藤山　吉徳 長岡　伸一
秦　哲也 正木　利政 原口　毅 松下　誠 宮崎　　悟 中山　謙二
島田　勇也 柳川　雄希 福村　弘行 丸本　和典 山口　光廣 野田　修二

山下　大介 吉弘　満 見潮　浩一

大神　良彦 柏田　真吾 小久保　太智 倉原　憲一 門田　優作 江藤　秀紀
佐田　航史郎 加藤　彗史 笠井　和典 敷田　司郎 神田　祥吾 大橋　久一
中尾　英樹 久保　拓也 徳井　明宏 末吉　佑次 小林　卓也 重田　正義
成定　正則 重田　啓介 小路　淳平 住本　正 B 笹原　秀臣 鶴谷　裕
新田　豊 高瀬　雅浩 小路　達文 立石　英二 杉崎　裕 中川　和夫
濱本　琢史 高森　裕一 玉川　航大 冨高　吉之丞 中島　晃 長野　功史
松養　憲明 中村　晃理 B 土谷　久 中田　猛 西野　浩二 畠中　晃
松永　和之 B 堀　邦朗 B 内田　茂臣 中村　澄夫 松本　勘 B 馬場　浩行
松藤　孝徳 港　康祐 斉宮　朋彦 舟山　尚孝 三浦　彰司 平木　講儒
矢部　博 山下　創己 松本　浩 星子　和美 B 森田　聡 宮路　太郎
山下　新 渡邉　敬介 横井　利明

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

男子　３部　８ 男子　３部　９ 男子　３部　１０ 男子　３部　１１

ＫＦＤ

チームＴＤＯ 門司ＬＴＣ

男子　３部　１７

ひびしんクラブ

らいふわーく

戸畑エースクラブⅡ

苅田ＬＴＣ

豊々クラブ

丸山クラブ

男子　３部　１２

安川電機行橋 新菱

楽良会

男子　３部　７

坂村テニスアカデミー

男子　３部　１３ 男子　３部　１４ 男子　３部　１５ 男子　３部　１６

日揮化成触媒

田川テニスクラブ

男子　３部　１８

穴生テニスクラブ

岡垣クラブ　Ⅰ 三菱マテリアル



黒木　秀一 大野　廣 B 有吉　誠二 池　英昭 阿部　哲浩 今手勝巳
日下部　信夫 岡田　光夫 岡村　篤志 小川　哲生 岡田　浩輔 木坂慶彦
嶋津　哲幸 玉井　一美 奥村　　真 小林 隆弘 金弘　正則 伊達　敦
田中　慎一郎 野田　信次 小田原正洋 田中　悠登 金弘　真太朗 田辺義見
田中　哲司 幡吉　直彦 梶原　佑太 高原　秀樹 河野　浩人 冨永宏之
西井　章裕 東　誠二 B 川崎　彰男 武石　純 川崎　國生 長友一晃

A 馬場　英旭 松本　宗治 楠　　喜樹 新家　康宏 河野　秀吉 長野良基
馬場　善則 森田　正樹 竹森　貴哉 根本 祐太朗 田原　安則 B 古谷健士
藤島　幸一 安本　義久 徳田　憲夫 森崎　啓太 西牟田　正英 宮崎誠一
山下　修充 山内　宗一 中川　寛典 山口 智史 馬場　正道 百田　拓
渡辺　和明 脇野　善次 中村　章良 若松　剛 横山　富自雄

東　義政 A 安倍　隆志 A 鯵坂 祐介 浅野　恒喜 黒木　亘 飯盛　猛男
石田　涼 小田原　有人 新井　民夫 伊藤　英樹 近藤　隆之 池田　勉
伊藤　勝二 佐藤　真一 石井　敬吾 江上　良三 坂崎  喜茂 石橋　洋
内野　常雄 白江　好古 岩隈　一博 海蔵寺　善徳 住本　良広 井上　正
大庭　透 谷　英明 江上 昌宏 梶原　俊行 内藤　時雄 上原　忠博
奥　保宏 楢原　俊雄 加藤　慎二 蔵川　豊 野村　義男 椛島　武文
末永　盛男 久富　輝昭 後藤 恒一　 野村　和弘 日高　直 片山　英二
高須賀　功治 廣原　秀正 関　拓也 松本　純二 峯　恵三 末松　義弘
詫摩　良輔 松本　栄一 森永  謙二郎 松山　良一 矢山　喜代実 副島　悟
玉井　裕人 三留　健吾 山本 孝樹 吉岡　隆司 渡辺　俊二 鶴丸　育浩

湧川　朝宏 中島　弘喜

石栗　崇之 安東　秀夫 稲田　信人 内田　博之 朝来律則 伊奈大輔
岡藤　正宏 池田　一穂 倉本　崇 大木　淳 朝来良夫 大井慈文
作本　力哉 上田　浩貴 B 古藤　隆英 高崎　昌益 有門晋 竹下知裕
二瓶　貴大 木佐　良一 武田　和能 床波　重久 上野節三 長濱弥守郎
作本　力哉 古賀　聖人 土屋　正樹 土井　昭仁 川田元治 並木徹也
藤林　太郎 小林　信幸 野村　秀哉 洞口　光春 佐藤敏之 西川正太
古橋　良太 B 笹川　正秀 濱田　真一 B 藤永　隆 友尾靖 船越修司
星川　幸輝 首藤　隆幸 升田　敦史 B 三浦　哲朗 長松泰久 松岡優
堀田　郁夫 多田　敦信 宮澤　浩之 宮内　正武 福積範明 矢野啓太
三浦　斉 田中　義之 山路　大二郎 森田　正文 山口正 山田雅樹
村田　憲俊 松丸　繁美 B 渡邉　洋一 山崎　伸也 湯越祐治
脇田　英治

三井ハイテック 北九州テニス倶楽部 テニスＤＩＶＯ 新日鉄住金八幡 豊前テニスクラブ club－KAINA

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

桃園ＬＴＣ パワーズ ＮＰＤテニス同好会 春日病院 芦屋テニスクラブ 岡垣クラブ　Ⅱ

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

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

三萩野クラブ 安川電機八幡 ＮＢＳテニスクラブ ＹＹｃｌｕｂ戸畑エースクラブⅠ ランチタイムＴＣ



石橋　年行 青木　志郎 小川　恵造 阿部　喜久夫 浅尾　　司 上野　義美
小川　満邦 池田　　渉 古賀　伸治 上田　哲夫 安藤　正憲 木場　幸寛
高口　司 北田　浩志 藤崎　清久 大田　兼博 岩見　一広 白石　隆佳
冨重　和正 中嶋  保男 松井　紘次 河野　通保 竹内　龍介 末松　千寿
中尾　正勝 縄田　豊 宮久　満 神屋　種義 塚本　　寛 原　和彦
森　哲男 濱中　直己 三好　久光 長岡　友吉 中原　一穂 水田　成人

藤見  正人 村松　悦爾 用山　善男 原口　三男 本村　春守
矢野　隆 渡辺　國俊 室屋　行宏

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

小倉ＬＴＣ 春日病院　Ⅱ春日病院　Ⅰ 芦屋テニスクラブ 新日鉄住金八幡 岡垣クラブ


