
チ ー ム 名

 　南　匠  　山根　直樹  　寺田　優介

 　今村　幹太

 　井原　慶人  　笠　優太郎  　林　天麻

 　久保　知慶

 　高橋　佳希  　廣重　輝  　守口　碧仁

 　中村　健太郎

 　古川　和親  　馬場　淳平  　桐明　倫太郎

 　小園　怜弥

 　小堀　至音  　松谷　悠大郎  　高柴　壮真

 　平島　夏生

 　村田　峻太郎  　片山　晴貴  　原川　進平

 　原口　武大

 　高橋　直己  　丸谷　史哉  　古川　郁生

 　小柳　隼士

 　小島　光貴  　宮崎　裕矢  　中島　悠樹

 　岩間　央矩

 　吉川　諒祐  　二木　秀也  　井手　大翔

 　松本　大輝  　岩村　竜之介

 　諸石　尚道  　米村　太希  　吉田　展一朗

 　赤坂　誠司  　田中　慎之助

 　森田　拓統  　井元　敬祐  　生澤　凱

 　原田　大暉

 　髙田　健吾  　吉松　大地  　米満　功昂

 　永田　遼太朗

 　大坪　宗平  　酒井　純也  　手島　皓大

 　関口　仁

 　瀬戸口　祐輝  　松尾　優希  　笠　功季

 　津留崎　虹希  　若井　太一  　高桑　正誠

 　原口　康誠  　立石　亮  　田中　尚希

 　吉田　哲哉  　堀　雄貴

 　矢野　広大  　服部　太陽  　濵崎　大輝

 　高橋　健太

 　池亀　倭  　古俣　和輝  　中村　玲

 　宮崎　翔太

 　金子　泰生  　武松　泰生  　永井　励旺

 　藤本　康平

 　楢橋　昴  　江崎　公信  　古後　翔太

 　浅川　昌弘  　熊谷　陽紀

 　武田　毅志  　金子　悠真  　本村　泰一

 　山崎　雅峰

 　鶴田　祥馬  　後田　康貴  　二田　敦史

 　大坪　優斗

 　川原　直人  　島　翔太  　松尾　佳知

 　川原　達矢  　月足　直斗  　高山　隼登

第１１回久留米市近郊高校テニス大会　団体戦　メンバー表    

　(男子）　１

出　  場 　 選　  手  　名

1 　春日高校　A

2 　春日高校　B

3 　春日高校　C

4 　春日高校　D

5 　春日高校　E

6 　春日高校　F

7 　春日高校　G

8 　春日高校　H

9 　春日高校　I

10 　春日高校　J

11 　明善高校　A

12 　明善高校　B

13 　明善高校　C

14 　明善高校　D

15 　明善高校　E

16 　八女高校　A

17 　八女高校　B

18 　八女高校　C

19 　八女高校　D　

20 　八女高校　E

21 　八女高校　F

22 　八女農業高校　



チ ー ム 名

 　末田　遼  　松尾　友希  　北島　裕二郎

 　藤川　大

 　鳥取　靖也  　奥村　雄樹  　猿渡　俊

 　碓井　清二郎

 　小野　赳  　田中　健太郎  　井上　雄太

 　福田　一貴

 　酒井　慧星  　髙浪　豪  　梅﨑　駿

 　松岡　忍  　中牟田　開斗  　山田　朋史

 　石住　亮祐  　田中　佑季  　江頭　巧光

 　村嶋　孝紀  　髙松　哲成  　古沢　彬

 　小池　峻史  　中村　悠哉  　堤　和直

 　岡　優樹

 　田中　泰輔  　堤　玲太  　久保　俊輔

 　河野　航大  　折田　匠

 　川原　勝将  　菊竹　諄  　牛島　潤也

 　久間　京介  　田中　聖來  　松永　昇大

 　鈴木　拓馬  　本田　海斗  　吉田　寛一

 　仁田原　右京  　秋山　真大  　高山　稜大

 　上山　宙  　鶴岡　友斗  　田原　拓海

 　高柳　一輝

 　小能見　颯暉  　平田　廉  　太田　龍

 　一瀬　謙太郎  　中村　幸希

 　大谷　浩輝  　能塚　遼  　下坂　雄斗

 　馬場　来希

 　木下　雄貴  　井口　翔太  　永田　恒二郎

 　森園　凛

 　田中　良昂  　行徳　雄真  　澤江　拓也

 　髙木　俊汰

 　馬越脇　成海　  　牛島　啓多郎  　金納　公太朗

 　今里　凛多

 　江崎　嘉宣  　江田　一輝  　河口　聖哉

 　福田　達也  　牛島　諒一郎

 　上野　晴彦  　古賀　詩音  　山口　航平

 　笹隈　愛斗  　川浪　礼士

 　村田　拓海  　原口　祥英  　酒井　裕太

 　猪口　智眸  　桑畑　雅男

 　大津山　勇介  　石井　一希  　井浦　寛陽

 　立山　瑞樹

 　野口　晃弘  　古賀　祭月  　石橋　優樹

 　酒見　竜平  　横尾　理人

 　古賀　健人  　前田　泰河  　長尾　樹

 　田中　竜太郎

 　下田　雅人  　下河　拓雄  　筬島　将生

 　北嶋　直斗

　(男子）　２

出　  場 　 選　  手  　名

23 　弘学館高校　A

24 　弘学館高校　B

25 　弘学館高校　C

26 　久留米学園高校　A

27 　久留米学園高校　B

28 　山門高校

29 　福島高校　A

30 　福島高校　B

31 　福島高校　C

32 　三井高校　A

33 　三井高校　B

34 　小郡高校　A

35 　小郡高校　B

36 　小郡高校　C

37 　八女学院　A

38 　八女学院　B

39 　八女学院　C

40 　八女学院　D

41 　八女学院高校　E

42 　大川樟風高校　A

43 　大川樟風高校　B

44 　大川樟風高校　C



チ ー ム 名

 　佐藤　涼  　弓　龍ノ介  　山本　翔太

 　広滝　恭大

 　山　和貴  　豊田　大晃  　川添　大地

 　久間　寛暉  　

 　品川　晴哉  　堀　歩稀  　藤田　滉世

 　酒井　綾志

 　酒井　拓海  　井手　直明  　楠田　寛人

 　楢本　好汰

 　松雪　颯馬  　加治　侑樹  　服部　涼真

 　中山　紘一  　

 　真島　侑斗  　前間　亮佑  　溝田　喜友

 　加藤　智大

 　小川　拓海  　荒原　楓  　渡邊　純平

 　渡守　爽太郎

 　久保　晴大  　萩尾　泰平  　古賀　駿也

 　廣瀬　亮太  　畑中　僚太

 　樽見　優希  　田北　唯人  　金光　裕生

 　松尾　翔

 　益坂　友大  　荻島　雅弘  　仁田原　世明

 　多田隈　亘輝

　(男子）　３

出　  場 　 選　  手  　名

45 　鳥栖高校　A

46 　鳥栖高校　B

47 　鳥栖高校　C

48 　鳥栖高校　D

49 　鳥栖高校　E

50 　鳥栖高校　F

51 　鳥栖高校　G

52 　久留米高校

53 　ありあけ新世高校　A

54 　ありあけ新世高校　B



チ ー ム 名

 　三好　杏実  　安東　結里  　荒牧　美玖
 　池田　えり
 　市丸　千紘  　入部　南  　北村　羽華
 　入部　七海  　
 　市丸　詩織  　森田　菜月  　平木　琴音
 　林田　ももこ  　木戸　舞香  　梅崎　雪花
 　貝田　美優  　田中　里沙  　林　愛香
 　大石　茉由子  　久保田　静華  　熊本　奈央
 　服部　未来  　大塚　理瑚  　井手　彩綾
 　宮島　安里
 　石川　沙也香  　山口　真波  　松尾　奈保
 　中島　由惟
 　吉田　愛  　江﨑　千尋  　石田　莉奈
 　石橋　樹依
 　河野　悠  　坂本　恵美  　堀内　澪
 　松田　玲奈
 　下川　陽菜  　鴻江　麻菜  　重松　あかり
 　金澤　遥
 　畑田　葉月  　白坂　美佳  　今村　真唯
 　篠原　唯花
 　畑田　琴音  　大坪　唯  　田中　彩夏
 　田中　さくら
 　大西　萌絵  　北原　舞優  　篠崎　菜那
 　平島　有紗
 　氷室　藍  　海田　遥菜  　堀川　夏葵
 　益子　笑梨
 　宮本　彩芽  　西木　星怜那  　佐々木　美里
 　馬場　聡美
 　下川　星  　雨森　穂香  　西村　唯菜
 　乙丸　鈴  　山口　紗葵
 　久木迫　璃央  　大渕　円愛  　古賀　美雪
 　中嶋　優華  　吉山　エリカ
 　仲　ひかり  　菱沼　莉子  　塩塚　友里栄
 　大畠　沙也  　境　茜音  　
 　平田　美紀  　永野　詩緒里　  　石橋　凪紗
 　堤　泉稀  　冨重　明希
 　諌山　優里  　山﨑　彩花  　田中　麻佑
 　舘川　真奈
 　森　菜津美  　赤司　千咲都  　永村　玲奈
 　伊差川　純怜  　内川　紗弥
 　栗原　万尋  　平山　優衣  　堤　遥菜
 　新　理恵  　上野　愛佳
 　松下　あい  　池田　若葉  　後藤　美菜
 　石川　葵衣  　中村　有里
 　林　麗美  　立花　萌  　梅野　真佑花
 　荒巻　華琉  　松藤　湖白

第１１回久留米市近郊高校テニス大会　団体戦　メンバー表    

　（女子）

出　  場 　 選　  手  　名

1 　明善高校　Ａ

2 　明善高校　Ｂ

3 　明善高校　Ｃ

4 　八女高校　A

5 　八女高校　B

6 　八女高校　C

7 　山門高校　

8 　久留米学園高校

9 　八女学院　A

10 　八女学院　B

11 　八女学院　C　

12 　八女学院　Ｄ

13 　八女学院　E

14 　八女学院　F

15 　福島高校　A

16 　福島高校　B

17 　ありあけ新世高校　A

18 　ありあけ新世高校　B

19 　久留米高校　A

20 　久留米高校　B

21 　久留米高校　C

22 　久留米高校　D

23 　伝習館高校


