
テニス 男子ダブルス

シード １R ２R QF SF F

下野　真澄 （城西）
内倉　鉄平 （城西） 下野・内倉

市之瀬　大和 （西紫原） 60

畑鳥　信吾 （西紫原） 伊藤・松元

伊藤　雄次郎 （伊敷台） 63

松元　翔平 （伊敷台） 下野・内倉

森山　大樹 （伊敷台） 60

田中　涼太 （伊敷台） 大木場・古園

大木場　亮太 （緑丘） 60

古園　将大 （緑丘） 江神・瀬戸山

江神　友太 （西紫原） 60

瀬戸山　和尋 （西紫原） 江神・瀬戸山

野元　厚希 （伊敷台） 61

山口　祐平 （伊敷台） 下野・内倉

柿木　直人 （出水） 60

元島　悠輔 （出水） 柿木・元島

有村　友希 （緑丘） 64

木原　佑也 （緑丘） 上村・迫田

上村　太樹 （西紫原） 60

迫田　優太 （西紫原） 石原田・荒瀬

伊藤　真輝 （出水） 61

鮎川　友哉 （出水） 伊藤・鮎川

柳　秀人 （西紫原） 60

道込　雅樹 （西紫原） 石原田・荒瀬

岩下　広樹 （城西） 76(2)

安田　斉弘 （城西） 石原田・荒瀬

石原田　昇平 （伊敷台） 64

荒瀬　友輝 （伊敷台） 亀田・米田

亀田　隼人 （西紫原） 63

米田　伊織 （西紫原） 亀田・米田

野元　雄大 （緑丘） 60

新添　太雅 （緑丘） 亀田・米田

坂元　洸斗 （出水） 60

小倉　宏斗 （出水） 岩崎・堤

岩崎　嵩雄 （城西） 60

堤　秀一郎 （城西） 亀田・米田

迫　弦司 （緑丘） 60

染河　雄大 （緑丘） 迫・染河

上久保　啓 （西紫原） 62

楠原　遼 （西紫原） 吉永・川路

吉永　大祐 （伊敷台） 61

河野　瑞基 （伊敷台） 吉永・川路

有馬　健 （西紫原） 64

山口　祥平 （西紫原） 亀田・米田

日当瀬　智 （出水） 63

川尻　龍生 （出水） 日当瀬・川尻

松元　悠生 （城西） 62

岡本　望 （城西） 日当瀬・川尻

折田　直輝 （緑丘） 60

富永　龍星 （緑丘） 田尾・末吉

田尾　奏太 （伊敷台） 76(4)

末吉　凌也 （伊敷台） 迫田・丸田

小荒田　竜斗 （西紫原） 61

高倉　正志 （西紫原） 田口・窪園

田口　武蔵 （出水） 64

窪園　裕樹 （出水） 迫田・丸田

迫田　幸大 （伊敷台） 60

丸田　悠生 （伊敷台）
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テニス 男子ダブルス

シード QF SF F

下野　真澄 （城西）
内倉　鉄平 （城西） 下野・内倉

江神　友太 （西紫原） 60

瀬戸山　和尋 （西紫原） 下野・内倉

柿木　直人 （出水） 60

元島　悠輔 （出水） 石原田・荒瀬

石原田　昇平 （伊敷台） 61

荒瀬　友輝 （伊敷台） 亀田・米田

亀田　隼人 （西紫原） 63

米田　伊織 （西紫原） 亀田・米田

吉永　大祐 （伊敷台） 60

河野　瑞基 （伊敷台） 亀田・米田

日当瀬　智 （出水） 63

川尻　龍生 （出水） 迫田・丸田

迫田　幸大 （伊敷台） 61

丸田　悠生 （伊敷台）

シード

江神　友太 （西紫原）
瀬戸山　和尋 （西紫原） 吉永・河野

吉永　大祐 （伊敷台） 64

河野　瑞基 （伊敷台） 吉永・河野

日当瀬　智 （出水） wo

川尻　龍生 （出水） 両方棄権

柿木　直人 （出水）
元島　悠輔 （出水）

シード

石原田　昇平 （伊敷台）
荒瀬　友輝 （伊敷台） 石原田・荒瀬

迫田　幸大 （伊敷台） 75

丸田　悠生 （伊敷台）

最終順位

氏　名 学　校　名

亀田　隼人 （西紫原）
米田　伊織 （西紫原）

下野　真澄 （城西）
内倉　鉄平 （城西）

石原田　昇平 （伊敷台）
荒瀬　友輝 （伊敷台）

迫田　幸大 （伊敷台）
丸田　悠生 （伊敷台）

吉永　大祐 （伊敷台）
河野　瑞基 （伊敷台）

◆７・８位決定戦はなし

優　勝 　　初優勝

◆上位４組までが九州大会へ出場
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