
酒井　拓登 グッドウェーブ鹿児島 小野　麟太朗 グッドウェーブ鹿児島

中里　裕貴 グッドウェーブ鹿児島 肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島

鼓　寛大 鹿児島大学 中島　興平 ｃｌｏｕｄ９

宮本　海輝 鹿児島大学 濱崎　英輝 ｃｌｏｕｄ９

田中　玲穏 鹿児島飛翔 諏訪園　涌吾 鹿児島国際大学

野村　涼太 ｃｌｏｕｄ９ 濱島　玲央 鹿児島国際大学

有村　康希 ＢＣ鹿児島 西川　智喜 西紫原クラブ

倉山　琉之介 ＢＣ鹿児島 川淵　恭吾 西紫原クラブ

白川　湧弥 鹿児島国際大学 谷口　駿祐 グッドウェーブ鹿児島

狩集　倫雄 鹿児島国際大学 長濱　健太 グッドウェーブ鹿児島

小川　航平 京セラ 奥村　樹 鹿児島大学

山下　爽 西紫原クラブ 永田　拓翔 鹿児島大学

黒岩　亨 鹿児島クラブ 渡瀬　雄一郎 ＲＫＲ

室屋　英人 鹿児島クラブ 梶村　海斗 ＲＫＲ

リズコアスロ グッドウェーブ鹿児島 勢瀬　拓也 ＢＣ鹿児島

千葉　常 グッドウェーブ鹿児島 勢瀬　凌 ＢＣ鹿児島

2 6

●男子　一般　ダブルス

1 5

9 11

15

13 14

3 7

4 8

10 12

●男子　一般　シングルス

肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島 田中　玲穏 鹿児島飛翔

7 11

梶村　海斗 ＲＫＲ川畑　誠 指宿クラブ

谷口　駿祐 グッドウェーブ鹿児島

奥村　樹 鹿児島大学

1 4

上大迫　汰一 ＲＫＲ 山下　爽 西紫原クラブ

15

17

8 5

永田　拓翔 鹿児島大学

鹿児島クラブ

9

渡瀬　雄一郎狩集　倫雄 鹿児島国際大学 ＲＫＲ

2

松崎　真吾 ｃｌｏｕｄ９

21 12

川淵　恭吾 西紫原クラブ

13

19 20

勢瀬　凌 ＢＣ鹿児島

浜田　大輔 ＲＫＲ 濱崎　英輝 ｃｌｏｕｄ９

16

小野　麟太朗 グッドウェーブ鹿児島

勢瀬　拓也 ＢＣ鹿児島

ｃｌｏｕｄ９

3 6

宮本　海輝 鹿児島大学 近藤　勇彦 オールスター

10 14

中島　興平 18 黒岩　亨



水元　達巳 山元　雄太 浜田　大輔

松崎　真吾 有馬　智己 正岡　大晋

水元　達巳

松崎　真吾

山元　雄太

有馬　智己

浜田　大輔

正岡　大晋

内木場　裕 下簗　浩二 ＮＫＣ 後藤　尚 ﾃﾞﾝﾀﾙWill

大徳　秀明 鳥原　利明 ＲＫＲ 兒玉　卓也 国分中央

内木場　裕

大徳　秀明

下簗　浩二 ＮＫＣ

鳥原　利明 ＲＫＲ

後藤　尚 ﾃﾞﾝﾀﾙWill

兒玉　卓也 国分中央

埀野　政義 西紫原クラブ 小八重　道好 鹿児島市協会

寺田　茂一 西紫原クラブ 川畑　宏二 西紫原クラブ

3

●男子　４５歳以上　男子ダブルス

2

1 3

ＵＮＩＴＹ 2

●男子　３０歳以上　男子ダブルス

30歳以上　男子ダブルス ｃｌｏｕｄ９ ＵＮＩＴＹ

ｃｌｏｕｄ９ 1

ＲＫＲ

●男子　６０歳以上　男子ダブルス

1

ＲＫＲ

西紫原クラブ

４５歳以上　男子ダブルス 西紫原クラブ



川原　裕美子 Ｇａｰya 横道　葵 鹿児島国際大学

堀田　彩加 よかよか 南　百香 鹿児島国際大学

小原　美穂 ＵＮＩＴＹ

上大迫　くるみ ＵＮＩＴＹ

樋口　亜土 ＲＫＲ

田村　　彩 オールスター

鬼塚　寧音 鹿児島大学 末永　晴捺 ＢＣ鹿児島

廣田　彩香 鹿児島大学 山田　菜月 ＢＣ鹿児島

松元　恵里子 西紫原クラブ 福永　亜希 南九州三和

穂満　寛子 青空クラブ 福島　綾子 青空クラブ

諏訪　美智代 青空クラブ 知覧　さゆり らんまん

徳留　すえみ 青空クラブ 村山　恵美 らんまん

21

5

3

●女子　４０歳以上　ダブルス

●女子　一般　ダブルス

1

3

2

4



水元　達巳 ｃｌｏｕｄ９ 山元　雄太 ＵＮＩＴＹ 松下　康輝

古別府　智代 Ｇａ－ｙａ 中山　泰代 京セラ川内 松下　佳代

水元　達巳 ｃｌｏｕｄ９

古別府　智代 Ｇａ－ｙａ

山元　雄太 ＵＮＩＴＹ

中山　泰代 京セラ川内

松下　康輝

松下　佳代

内木場　裕 鳥原　利明 ＲＫＲ 下簗　浩二 ＮＫＣ

松元　恵里子 徳留　すえみ 青空クラブ 知覧　さゆり らんまん

内木場　裕

松元　恵里子

鳥原　利明 ＲＫＲ

徳留　すえみ 青空クラブ

下簗　浩二 ＮＫＣ

知覧　さゆり らんまん

埀野　政義 川畑　宏二 小八重　道好 鹿児島市協会

埀野　智子 矢野　恭子 諏訪　美智代 青空クラブ

埀野　政義

埀野　智子

川畑　宏二

矢野　恭子

小八重　道好 鹿児島市協会

諏訪　美智代 青空クラブ

混合ダブルス　５５歳以上の部 西紫原クラブ 西紫原クラブ

●混合ダブルス　４０歳以上の部

●混合ダブルス　30歳以上の部

混合ダブルス　４０歳以上の部 西紫原クラブ

西紫原クラブ 2

西紫原クラブ 1 3

●混合ダブルス　５５歳以上の部

2

西紫原クラブ 1 3

●混合ダブルス　一般の部

Flying　pig

混合ダブルス　３０歳以上の部 Flying　pig

1 3

2

西川　智喜 西紫原クラブ 有馬　智己 ＵＮＩＴＹ

堀田　彩加 よかよか 上大迫　くるみ ＵＮＩＴＹ

諏訪園　涌吾 鹿児島国際大学 小川　航平 京セラ

南　百香 鹿児島国際大学 小林　彩乃 オールスター

3

1 2


