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寺迫　孝輝 指宿市連盟 赤塚　弘樹 鹿児島実業高校 宮内　鈴太郎 鹿児島工業高校

崎山　亮太 薩摩川内市役所 堀之内　颯汰 鹿児島実業高校 池堂　竜ノ介 鹿児島工業高校

江口　昇吾 アドバンテージ 松元　蓮 鹿児島実業高校 久木崎　佑羽 鹿児島工業高校

芝生　悠亮 アドバンテージ 嘉野　智仁 鹿児島実業高校 諸留　吏空 鹿児島工業高校

木藤　脩貴 FUBUKI 山元　真太郎 鹿児島実業高校 兒玉　煌桃 鹿児島工業高校

松下　祐太 FUBUKI 乗越　馨大 鹿児島実業高校 前田　颯大 鹿児島工業高校

穂満　直輝 again 細川　将馬 鹿児島実業高校 森崎　敦士 鹿児島工業高校

中野　翔平 県庁ソフトテニス部 福　陽翔 鹿児島実業高校 岡野　結晟 鹿児島工業高校

末満　大幹 again 北　卓馬 鹿児島実業高校 山下　大輝 鹿児島工業高校

中脇　塁 Ablaze 船間　康希 鹿児島実業高校 久保　天清 鹿児島工業高校

外園　楓端雅 again 藤田　秀人 鹿児島実業高校 山口　颯太 鹿児島工業高校

佐伯　海翔 一球クラブ 古川　裕貴 鹿児島実業高校 前野　滉太 鹿児島工業高校

蓑田　空明 again 宮里　仁 鹿児島実業高校 諏訪園　匡 鹿児島工業高校

福島　誠士郎 again 五反田　翔 鹿児島実業高校 福地　峻 鹿児島工業高校

坂元　龍 again 佃　寛太 鹿児島実業高校 里　凌輝 鹿児島商業高校

川口　貴大 again 原口　陽向 鹿児島実業高校 脇田　隆秀 鹿児島商業高校

宮﨑　啓司 again 冨永　大貴 鹿児島工業高校 長野　瑛寿 鹿児島商業高校

浦本　翔平 again 﨑山　綜太 鹿児島工業高校 今村　恒志 鹿児島商業高校

岩城　俊介 ジョイントクラブ 岩下　優雅 鹿児島工業高校 白井　大希 鹿児島商業高校

浦山　凌 D-フライズ 蒔元　翔太 鹿児島工業高校 草地　凌冴 鹿児島商業高校

田中　大地 一球クラブ 中村　留尉 鹿児島工業高校 本村　天龍 鹿児島商業高校

酒井　泰介 FUBUKI 栗原　諒真 鹿児島工業高校 須留原　宏樹 鹿児島商業高校

上田　雄介 鳳凰高校教員 末吉　一翔 鹿児島工業高校 今村　陸士 鹿児島商業高校

岩崎　恭 鳳凰高校教員 内山　雄太 鹿児島工業高校 藺牟田　礼雄 鹿児島商業高校

迫田　晏摩 吹上高校 三宅　莉玖 鹿児島工業高校 菖蒲谷　宙 鹿児島商業高校

播田　結冴 未登録 × 上笹貫　陽太 鹿児島工業高校 松下　翔 鹿児島商業高校

野元　瑛心 伊集院高校 平田　椋也 鹿児島工業高校 木佐貫　呼虎 鹿児島商業高校

内　充希 伊集院高校 髙野　琉輝 鹿児島工業高校 東郷　仙侃 鹿児島商業高校
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永山　寛大 鹿児島商業高校 安藤　和毅 Ｌｉｅｎ 米満　光 一球クラブ
窪田　裕樹 鹿児島商業高校 橋爪　颯太 Ｌｉｅｎ 島廻　将司 一球クラブ
小牧　拓夢 鹿児島商業高校 内村　太陽 志學館大学 寺本　真治 鹿児島国際大学

西村　滉人 鹿児島商業高校 白井　一静 志學館大学 園田　実悠 鹿児島国際大学

濵嵜　心太郎 鹿児島商業高校 谷水　琉宙 志學館大学 竹下　宗吾 鹿児島国際大学

上山　聖 鹿児島商業高校 外山　恵太朗 志學館大学 郡山　将樹 鹿児島国際大学

久米　翔貴 鹿児島商業高校 小倉　康汰 志學館大学 栗山　健志 ジョイントクラブ
松尾　勇輝 鹿児島商業高校 廣川　雅也 志學館大学 山田　正樹 ジョイントクラブ
東　龍汰朗 鹿児島商業高校 岩元　桐生 志學館大学 柳田　賢太郎 ジョイントクラブ
西田　晃彩 鹿児島商業高校 山口　誼樹 鹿児島国際大学 神川　浩大 南国殖産

内匠屋　将吾 鹿児島高校 大平　蓮 志學館大学 山中　康聖 ジョイントクラブ

池水　千紘 鹿児島高校 武田　宏介 志學館大学 上之薗　吏恭 ジョイントクラブ

井手上　煌 鹿児島高校 里園　大河 志學館大学 井上　剛 ジョイントクラブ

下牛尾　拓海 鹿児島高校 安藤　拓人 志學館大学 山下　隆弥 ジョイントクラブ

原田　隼弥 鹿児島高校 大薗　柊斗 HYかごしま 佐々木　友輔 ジョイントクラブ

生田　大也 鹿児島高校 末吉　永裕 HYかごしま 白井　雅之 森電気

家吉　智哉 鹿児島高校 外薗　弘樹 鹿児島大学 橋口　優 Ablaze

井上　雄心 鹿児島高校 谷川　醇 鹿児島大学 天野　郷 Ablaze

井上　颯 鹿児島高校 上野　蓮 鹿児島大学 星原　倫也 伊敷YUYU

樹　遥音 鹿児島高校 髙月　光輝 鹿児島大学 池頭　慶一 伊敷YUYU

川畑　健士郎 鹿児島高校 佐藤　一馬 鹿児島大学 中村　拓海 Lien

永井　勇伍 鹿児島高校 岩屋　雄太 鹿児島大学 米盛　勇志 Lien

岩﨑　王羅 第一工科大学 安田　佑都 鹿児島大学 森　翔 姶良クラブ
吉田　慶祐 第一工科大学 大山　健介 鹿児島大学 入江　雅秋 姶良クラブ

内村　康太郎 第一工科大学 永田　龍之介 鹿児島大学 山下　一輝 weed
大川畑　貴誠 第一工科大学 小林　迪弘 Lien 野間口　直樹 weed

水流　叶 鹿児島実業 日高　大貴 京セラ鹿児島 岩元　剛 weed
渡口　拓海 第一工科大学 日高　啓之 京セラ鹿児島 加治屋　大輔 weed
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黒木　夏穂 城山観光（株） 堂園　凛 鹿児島女子高校 有島　凛桜 鹿児島実業高校

元村　華楠 城山観光（株） 南竹　百合愛 鹿児島女子高校 椎本　菜七 鹿児島実業高校

齊藤　ひなの 城山観光（株） 永野　瑠唯 鹿屋女子高校 上玉利　綺羅 鹿児島実業高校

加　奈乃佳 城山観光（株） 徳重　茉綾 鹿屋女子高校 鮫島　彩弥子 鹿児島実業高校

末吉　りえ 城山観光（株） 前原　彩菜 鹿屋女子高校 遠矢　夢乃 鹿児島実業高校

河野　涼夏 城山観光（株） 草原　ゆうみ 鹿屋女子高校 内迫　凛 鹿児島実業高校

加　亜実佳 城山観光（株） 草原　あいみ 鹿屋女子高校 柳　真心 鹿児島実業高校

東條　舞 城山観光（株） 野田　桜乃 鹿屋女子高校 肝付　瑛凛 鹿児島実業高校

榎田　千奈津 新星レディース 前畑　心袖 鳳凰高校 酒瀬川　美薫 伊敷レディース
吉田　采未 新星レディース 松山　和佳奈 鳳凰高校 山下　真衣 伊敷レディース
吉木　理彩 指宿商業高校 末原　奈央 鹿児島大学
山本　花菜 指宿商業高校 坂元　愛佳 鹿児島大学
水迫　流花 指宿商業高校 狩俣　茉奈 鹿児島大学
﨑森　詩乃 指宿商業高校 吉松　李果 鹿児島大学
山平　瑞希 指宿商業高校 末原　結衣 鹿児島大学

山口　ひなた 指宿商業高校 時崎　月南 鹿児島大学
橋口　音和 指宿商業高校 新留　舞 京セラ鹿児島
奥　みなみ 鹿児島純心女子学園 日高なつな 一球クラブ ×

浅田　美月 鹿児島女子高校 別府　真恋 鹿児島実業高校

荒谷　胡桃 鹿児島女子高校 淺井　玲杏 鹿児島実業高校

上原　碧彩 鹿児島女子高校 眞川　涼花 鹿児島実業高校

冷水　果穂 鹿児島女子高校 荒田　姫來 鹿児島実業高校

柳澤　光咲 鹿児島女子高校 大山　彩音 鹿児島実業高校

岡野　彩菜 鹿児島女子高校 柿山　莉子 鹿児島実業高校

鬼塚　遼加 鹿児島女子高校 門松　虹 鹿児島実業高校

堀之内　玲愛 鹿児島女子高校 池上　凛海 鹿児島実業高校

福元　瑠々華 鹿児島女子高校 門松　輝 鹿児島実業高校

田之上　夏歩 鹿児島女子高校 森山　桃羽 鹿児島実業高校
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池水　宏明 新星クラブ 前野　三昭 郡山クラブ 井上　信寛 ジャストクラブ
川畑　達也 Ｄ－フライズクラブ 﨑田　勝 郡山クラブ 河野　敏治 ジャストクラブ
西　孝一郎 Ｄ－フライズクラブ 今久留主　敏郎 郡山クラブ 尾村　文男 Ｎ．かのや
別府　慎也 Ｄ－フライズクラブ 平原　浩孝 郡山クラブ 原崎　和幸 日曜クラブ
米倉　祐三 新星クラブ 中島　真也 郡山クラブ 久保　宏毅 清水ベアーズ
犬童　毅 Ｄ－フライズクラブ 向井　正秀 郡山クラブ 坂上　尚志 きらくクラブ

宝満　崇智 Ｄ－フライズクラブ 堂元　光浩 川内アクティブ鹿児島 新地　政幸 清水ベアーズ
日高　裕樹 Ｄ－フライズクラブ 市坪　一仁 チームさくら 上之園　隆 ジャストクラブ
須納瀬　圭 白球会 小倉　哲 姶良クラブ 税所　睦雄 日曜クラブ
吉村　祐二 清水ベアーズ 西　徹郎 姶良クラブ 牧　達朗 ジャストクラブ
寺内　勉 FREEDOM 唐仁原　功英 ジョイントクラブ 角野　俊朗 日曜クラブ

久木野々　佑介 FREEDOM 岡野　立 ジョイントクラブ 的塲　忠広 TRI-S鹿屋
酒瀬川　武史 FREEDOM 永野　和人 虹ソフトテニス倶楽部 福留　明人 郡山クラブ
坂口　雄二 鹿児島市役所 長谷川　保郎 フレンズクラブ 別当　強 ジャストクラブ
中尾　政明 weed 下鶴　裕介 Speed 牧　利昭 鹿屋さくら

野間口　大雄 weed 今別府　友和 Ｄ－フライズクラブ 瀬戸　雄一 鹿屋さくら
小川　俊一 KZ × 木下　寿幸 姶良クラブ
渡瀬　将仁 KZ × 迫田　啓一 こけけーず
野元　慎一 なんさつファミリー

片平　究 鹿屋市役所

　　シニア45男子

1

2

3

1

　　成年男子

8

9

7

4

5

8

6

5

10

8

9

6

7 7

6

シニア55男子

1

4

5

2

3

2

3

4



氏名 登録団体 登録 審判 氏名 登録団体 登録 審判 氏名 登録団体 登録 審判

辛島　康明 日曜クラブ 小城　美和 伊敷レディース 小路　清美 ＧＥＮＫＩレディース

白石　一法 一球・クラブ 加治屋　菜穂子 チームさくら 久保　京子 清水ベアーズ

谷本　勉 谷山クラブ 嶽本　由紀 新星レディース 持永　くるみ マーガレット

徳永　悟志 日曜クラブ 橋口　ゆう子 新星レディース 福山　美千代 マーガレット

中西　敏彦 日曜クラブ 吉松　明美 新星レディース

井川　清美 チームさくら 橋本　聡美 新星レディース

坂本　正明 フレンズクラブ
山口　昭博 フレンズクラブ
山口　純生 伊敷ＹＵＹＵ

前之園　茂一 ジャストクラブ
兒島　昭 ジャストクラブ
岩崎　修 谷山クラブ 氏名 登録団体 登録 審判 氏名 登録団体 登録 審判

田上　幸太郎 一球クラブ 鳴海　宏美 伊敷レディース 北　小夜子 サンレディース

楠畑　拓路 一球クラブ 山口　一美 伊敷レディース 福山　みどり 伊敷レディース

下入佐　友美 虹ソフトテニス倶楽部

日高　ひとみ 虹ソフトテニス倶楽部
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