
酒井　拓登 グッドウェーブ鹿児島 肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島

中里　裕貴 グッドウェーブ鹿児島 木村　亮介 グッドウェーブ鹿児島

寺脇　幸生 マイヘアイズバド 川畑　誠 指宿クラブ

松崎　元基 マイヘアイズバド 内薗　裕生 指宿クラブ

熊本　雄太 鹿児島大学 水元　達巳 cｌｏｕｄ９

宮本　海輝 鹿児島大学 牟田　純 甘甘クラブ

中島　興平 cｌｏｕｄ９

濱崎　英輝 ｃｌｏｕｄ９ 熊谷　涼 マイヘアイズバド

船津丸　悟 マイヘアイズバド

束田　裕太郎 ＲＫＲ

渡瀬　雄一郎 ＲＫＲ

黒岩　亨 鹿児島クラブ

野村　涼太 マイヘアイズバド 岩吉　雄太郎 鹿児島クラブ

西田　匠吾 ｃｌｏｕｄ９

小川　航平 京セラ

守屋　将太 マイヘアイズバド

渡邉　浩輝 黒木会

古栫　潤 黒木会 奥村　樹 鹿児島大学

永田　拓翔 鹿児島大学

　

福崎　将大 ＦＳクラブ 祢占　康成 西紫原クラブ

佐多　健伸 ＦＳクラブ 内木場　輝広 西紫原クラブ

小竹　大輔 いえばど 有馬　智己 UNITY

三宅　将弘 いえばど 池田　達馬 UNITY

勢瀬　凌 ＢＣ鹿児島

小野　麟太朗 グッドウェーブ鹿児島 倉山　琉ノ介 ＢＣ鹿児島

谷口　駿祐 グッドウェーブ鹿児島
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●女子ダブルス　一般
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●男子ダブルス　一般
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中野　萌音 ＢＣ鹿児島 小原　美穂 ＵＮＩＴＹ

山ノ内　奈々実 マイベアイズバド 上大迫　くるみ ＵＮＩＴＹ

藤井　杏圭 ＧＢクラブ

知覧　侑佳 らんまん

鬼塚　寧音 鹿児島大学

廣田　彩香 鹿児島大学

上野　結衣 鹿児島大学

射場　清良 鹿児島大学
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1



山元　雄太 UNITY 厚石　健太 ｂｋシニア

上園　挙世 UNITY 福島　康高 ｂｋシニア

東　峯生 ＲＫＲ 内木場　裕
かごしま

産業支援センター

人見　　旭 ＲＫＲ 徳留　健 西紫原クラブ

大竹野　祐一 キモツキ 橋口　順郎 川内クラブ

兒玉　卓也 国分中央 後藤　　尚 デンタルＷｉｌｌ

川路　和利 鹿児島労働局 下簗　浩治 Ｎ．Ｋ．Ｃ

松元　隆一 西紫原クラブ 鳥原　利明 ＲＫＲ

埀野　政義 西紫原クラブ 川畑　宏二 西紫原クラブ 福永　徳郎 原良クラブ

寺田　茂一 県庁クラブ 小八重　道好 吉野パワー 河野　昭彦 西田クラブ

埀野　政義 西紫原クラブ

寺田　茂一 県庁クラブ

川畑　宏二 西紫原クラブ

小八重　道好 吉野パワー

福永　徳郎 原良クラブ

河野　昭彦 西田クラブ

1

●男子４０歳以上　男子ダブルス

1 3

2

●男子６０歳以上　男子ダブルス

●男子３０歳以上　男子ダブルス

●男子４５歳以上　男子ダブルス

1

1

６０歳以上　男子ダブルス

1

●男子５０歳以上　男子ダブルス



●女子４５歳以上　ダブルス

●女子３０歳以上　ダブルス

●女子４０歳以上　ダブルス

濱崎　弥生 ＮＥＯ 安樂　舞依 Ｇａ－Ｙａ 田村　彩 オールスター

内之浦　知紘 Ｇａ－Ｙａ 桃井　絢美 ミント 福永　美由紀 クリア－

濱崎　弥生 ＮＥＯ

内之浦　知紘 Ｇａ－Ｙａ

安樂　舞依 Ｇａ－Ｙａ

桃井　絢美 ミント

田村　彩 オールスター

福永　美由紀 クリア－

1 3

2

３０歳　女子ダブルス

知覧　さゆり らんまん 古別府　智代 Ｇａ－Ｙａ 長沼　千夏 Ｋｏｃｈｅｒ

中山　泰代 京セラ川内 松元　恵里子 西紫原クラブ 穂満　寛子 青空クラブ

知覧　さゆり らんまん

中山　泰代 京セラ川内

古別府　智代 Ｇａ－Ｙａ

松元　恵里子 西紫原クラブ

長沼　千夏 Ｋｏｃｈｅｒ

穂満　寛子 青空クラブ

４０歳以上　女子ダブルス

2

1 3

中馬　日和 有閑倶楽部 長野　久美 青空クラブ 諏訪　美智代 青空クラブ

清水　みゆき 西紫原クラブ 松元　恵 西紫原クラブ 宝　　孝子 青空クラブ

中馬　日和 有閑倶楽部

清水　みゆき 西紫原クラブ

長野　久美 青空クラブ

松元　恵 西紫原クラブ

諏訪　美智代 青空クラブ

宝　　孝子 青空クラブ

2

４５歳以上　女子ダブルス

1 3



中里　裕貴 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

3 12

川路　和利 鹿児島労働局

守屋　将太 マイヘアイズバド

1

上大迫　汰一 ＲＫＲ 29

19

宮本　海輝 鹿児島大学

熊本　雄太 鹿児島大学 12

4 小竹　大輔 いえばど

熊谷　涼 マイヘアイズバド 29

27

杉野　冬哉 マイヘアイズバド

長濱　健太 グッドウェーブ鹿児島 13

5 祢占　康成 西紫原クラブ

福島　康高 ｂｋシニア

24

20

佐多　健伸 ＦＳクラブ

黒岩　亨 鹿児島クラブ

14

6

酒井　拓登 グッドウェーブ鹿児島

小川　航平 京セラ 33

31 32

谷口　駿祐 グッドウェーブ鹿児島 永田　拓翔 鹿児島大学

7 15

武次　真 鹿児島大学 厚石　健太 ｂｋシニア

21 25

東　峯生 ＲＫＲ

内木場　輝広 西紫原クラブ

16

8

松崎　元基 マイヘアイズバド

福崎　将大 FSクラブ

28 30

岩吉　雄太朗 鹿児島クラブ

寺脇　幸生 マイヘアイズバド

17

9

谷下　雄紀 鹿児島飛翔

池田　達馬 ＵＮＩＴＹ

22 26

2

●男子シングルス　一般

川畑　誠 指宿クラブ 近藤　勇彦 オールスター

18

10

渡瀬　雄一郎 ＲＫＲ

肥田木　武 グッドウェーブ鹿児島 木村　亮介 グッドウェーブ鹿児島

●男子シングルス　４０歳代

４０歳以上　シングルス

1 3

2

橋口　順郎 川内クラブ

村社　孝記 個人

徳留　健 西紫原クラブ

橋口　順郎 川内クラブ 村社　孝記 個人 徳留　健 西紫原クラブ



松下　康輝 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｐｉｇ 有馬　智己 ＵＮＩＴＹ

松下　佳代 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｐｉｇ 中山　泰代 京セラ川内

内木場　裕
かごしま

産業支援センター
林　周平 吉野東 人見　旭旭 ＲＫＲ

鵜木　美紀 ミレニアム姶良 長沼　千夏 Ｋｏｃｈｅｒ 樋口　亜土 ＲＫＲ

内木場　裕
かごしま

産業支援センター

鵜木　美紀 ミレニアム姶良

林　周平 吉野東

長沼　千夏 Ｋｏｃｈｅｒ

人見　旭 ＲＫＲ

樋口　亜土 ＲＫＲ

下簗　浩治 Ｎ．Ｋ．Ｃ 鳥原　利明 ＲＫＲ 埀野　政義 西紫原クラブ

知覧　さゆり らんまん 徳留　すえみ 青空クラブ 埀田　智子 西紫原クラブ

下簗　浩治 Ｎ．Ｋ．Ｃ

知覧　さゆり らんまん

鳥原　利明 ＲＫＲ

徳留　すえみ 青空クラブ

埀野　政義 西紫原クラブ

埀野　智子 西紫原クラブ

●混合ダブルス　４５歳以上の部

混合ダブルス
４５歳以上の部

1 3

2

3

1

●混合ダブルス　一般

●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

2

1

濱崎　英輝 ｃｌｏｕｄ９ 中島　興平 ｃｌｏｕｄ９

濱崎　弥生 ＮＥＯ 中島　朋美 Ｇａ－Ｙａ

渡邉　浩輝 黒木会 古栫　潤 黒木会

射場　清良 鹿児島大学 廣田　彩香 鹿児島大学

船津丸　悟 マイヘアイズバド

中野　萌音 ＢＣ鹿児島

上園　挙世 ＵＮＩＴＹ

内薗　裕生 指宿クラブ 藤井　杏圭 ＧＢクラブ

久永　甘菜 指宿クラブ

野村　涼太 マイヘアイズバド

奥村　樹 鹿児島大学 山之内　奈々実 マイヘアイズバド

上野　結衣 鹿児島大学
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