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令和3年9月20日(月祝)

春日公園テニスコート

※丸数字は学年

BYE

令和３年度　福岡県高等学校テニス新人大会　中部ブロック予選会　男子ダブルス予選　（その１／２）

1 城東 前田②・永井② 33 西南学院 平野②・藤本①

3 上智福岡 上村②・大賀② 35

2 34

4 香椎工業 深迫①・山田① 36

宗像 小沢②・髙野②

5 純真 甫守②・三河② 37

光陵 竹内②・百田②

6 筑陽学園 井口②・中島② 38

博多 仲村①・長谷川①

7 香住丘 江里①・阿部② 39

中村三陽 田中①・久原①

9 筑紫丘 工藤②・坂田② 41 修猷館 小原②・松本②

福大若葉 濡石②・橋本①8 福岡西陵

11 筑陽学園 池邊②・林① 43

10 42

12 福岡中央 石田②・渡邉① 44

光陵 古里②・林②

13 春日 村本①・古賀① 45

福岡西陵 田原迫①・渡邉②

14 福大若葉 小島②・平尾② 46

福岡 浜口①・久原②

15 光陵 吉田②・毛利② 47

宇美商 岩坪②・田中②

17 福岡西陵 田重田②・安藤② 49 福岡 田中②・太田②

香住丘 梁瀬②・松下②16 福岡

19 糸島 松村①・加茂① 51

18 50

20 柏陵 久保②・金光② 52

宇美商 田中②・山口②

21 筑紫丘 久保②・酒井② 53

筑前 森本②・日隈②

22 純真 田脇①・鍋倉② 54

修猷館 岡村②・入江②

23 筑前 伊東①・久保① 55

宗像 潮中①・岩永①

25 筑紫丘 中村②・橋口② 57 城東 打山②・大野②

講倫館 赤木②・西尾②24 福岡中央

27 香住丘 稗田①・三宅② 59

26 58

28 博多 北岡②・山田① 60

西南学院 沼野②・王①

29 竟成館 澤久①・日野① 61

宗像 瀧口②・湯川②

30 糸島 中澤②・林② 62

福大若葉 林②・松永②

講倫館 兒玉①・永田①

31 63

柏陵 小田②・北川②32 香椎工業 花田②・濵田① 64

修猷館 濱村②・楠瀬②

九州 赤星②・永冨②

筑紫丘 江藤②・西口②

西南学院 吉松②・櫻田①

濱口①・三小田② 40

牛島①・宮原① 48

影山②・佐藤① 56

上智福岡 森山①・新藤①
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65 修猷館 97清水②・永濱② 筑紫丘 神谷①・小林①

9866

近沢①・安東① 99 春日 池田②・香月②67 福大若葉

山﨑②・野口② 100 九州 川元②・有島②68 福岡中央

川崎②・秋元① 101 糸島 小平②・松尾②69 宇美商

井本②・倉本② 102 福岡 丹所①・丸尾①70 城東

10371 BYE

小池①・松本① 104 福大大濠 首藤②・萩原②72 博多

73 宇美商 船木①・中村② 105 城東 平山①・荒巻①

10674

齊藤①・秦① 107 九州 松田②・重吉②75 筑前

萩尾①・大塚① 108 講倫館 大野①・藤本①76 城東

後藤②・国武② 109 中村三陽 阿比留②・柄沢②77 香住丘

谷口①・大野① 110 福大大濠 山路②・岩﨑②78 福岡西陵

11179 BYE

有森②・松村② 112 筑前 西村②・中村②80 光陵

81 春日 大楠②・水嶋② 113 糸島 大原②・苗村②

11482

熊本②・轟① 115 講倫館 三瀬①・古賀①83 中村三陽

高﨑②・近藤② 116 上智福岡 迎①・柴田①84 筑陽学園

古賀②・堤② 117 福大大濠 柴田②・村岡②85 柏陵

森①・大庭① 118 柏陵 佐藤②・江藤①86 福岡中央

11987 BYE

大越①・小浦② 120 中村三陽 植木②・石井①88 宗像

89 九州 吉村①・森山① 121 筑陽学園 北島①・宮園①

12290

園田②・木原② 123 香椎工業 隈﨑①・佐藤①91 福大大濠

本田②・井上① 124 純真 永末②・清水②92 香椎工業

内田②・深見② 125 西南学院 浦郷②・藤田②93 玄洋

髙﨑②・紫村② 126 博多 大保①・辻村①94 春日

轟木②・光永② 128

12795

上智福岡 金丸①・西村②96 西南学院

BYE

福大大濠 國友②・幸①

中村三陽 山口②・河北②

香住丘 平野②・大川②
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