
狩生　康裕 上橋　俊彦 石川　裕二 長倉　祐紀 岡林　智之 野邨　 智之 渡邊　千陽 中野　誠一

村上　智哉 田中　秀紀 道本　亮平 日髙　駿 田畑　辰典 宮嵜　 美徳 松田　一輝 柳原　哲郎

狩生　康裕 アミーゴ 岡林　智之 アミーゴ

村上　智哉 アミーゴ 田畑　辰典 アミーゴ

上橋　俊彦 O’z（オッズ） 野邨　 智之 ＢＢクラブ

田中　秀紀 O’z（オッズ）
宮嵜　 美徳 ＢＢクラブ

石川　裕二 本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 渡邊　千陽 宮崎西高校

道本　亮平 日向学院高校 松田　一輝 宮崎西高校

長倉　祐紀 宮崎西高校
中野　誠一 ニタクラ

日髙　駿 宮崎西高校 柳原　哲郎 ニタクラ

徳丸　洋一 道本　省三 土肥　祥太朗 大工　翔 獅々賀　英雄 濱元　陽 刈谷　直樹

寺下　晃司 道下　友也 吉岡　弘樹 宇都宮　敬志 畑中　拓也 永井　裕大 岩尾　圭祐

徳丸　洋一 アミーゴ
獅 々 賀 英
雄

アミーゴ

寺下　晃司 アミーゴ 畑中　拓也 アミーゴ

道本　省三 ﾁｰﾑBW
濱元　陽 宮崎南高校

道下　友也 本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ
永井　裕大 宮崎南高校

土肥　祥太朗 宮崎西高校
刈谷　直樹 ニタクラ

吉岡　弘樹 宮崎西高校 岩尾　圭祐 ニタクラ

大工　翔 ニタクラ

宇都宮 敬
志

ニタクラ

福谷　和幸 廣田　龍星 川崎　信博 椿松　真也 岩切　哲至 黒木　翔吾

飯田　直志 田村　駿斗 平田　直文 川崎　稔 太田　将平 長友　健志郎

福谷　和幸 アミーゴ 椿松　真也 アミーゴ

飯田　直志 アミーゴ 川崎　稔 アミーゴ

廣田　龍星 宮崎南高校
岩切　哲至

宮崎南高校

田村　駿斗 宮崎南高校 太田　将平 宮崎南高校

川崎　信博 ﾁｰﾑKBC 黒木　翔吾 Ray Frecce

平田　直文 ﾁｰﾑKBC 長友　健志郎 Ray Frecce

予選Dパート

予選Fパート予選Eパート

男子ダブルスBクラス（MDB）

予選Ａパート 予選Bパート

予選Cパート



鈴木　隆太 池野　勝美 山本　真一 黒田　拓海 黒木　裕二 新立　賀津雄

松元　翔太 内山　卓見 山本　雄大 上野　弘貴 有田　浩二 横山　直樹

鈴木　隆太 宮崎南高校 黒田　拓海 宮崎南高校

松元　翔太 宮崎南高校 上野　弘貴 宮崎南高校

池野　勝美 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ 黒木　裕二 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

内山　卓見 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ 有田　浩二 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

山本　真一 池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 新立　賀津雄MKC

山本　雄大 池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 横山　直樹 MKC

日髙　裕文 栄　理公 田所　弘行 秋花　裕人 村社　直音 杉田　智大

原田　海人 久保田　亮輔 瀬戸長　孝美 西郷　虎太郎 道内　雅己 松浦　果成

日髙　裕文 宮崎南高校 秋花　裕人 宮崎南高校

原田　海人 宮崎南高校 西郷　虎太郎宮崎南高校

栄　理公 宮崎西高校 村社　直音 宮崎西高校

久保田　亮輔宮崎西高校 道内　雅己 宮崎西高校

田所　弘行 つばさ
杉田　智大

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

瀬戸長　孝美宮崎市役所 松浦　果成
ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

藤本　大輝 重永　幸一 大西　智康 小川　賢志郎 武田　卓也 中山　公輔

餅丸　駿之介 今村　敏郎 阿部　紀久 矢野　滉貴 鈴木　孝明 日髙　堅斗

藤本　大輝 宮崎西高校 小川　賢志郎 宮崎西高校

餅丸　駿之介宮崎西高校 矢野　滉貴 宮崎西高校

重永　幸一 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ
武田　卓也 ニタクラ

今村　敏郎 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ 鈴木　孝明 ﾊﾞﾄﾞﾗｯﾂｪ

大西　智康 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾗﾌﾞ 中山　公輔 宮崎ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ

阿部　紀久 つばさ 日髙　堅斗 国富ｽﾏｯｼｭ

予選Fパート予選Eパート

予選Bパート

男子ダブルスCクラス（MDC）

予選Dパート予選Cパート

予選Aパート



阪田　龍星 豊田　徹 小玉　和也

武末　藍 津田　隆一郎 鈴木　航

阪田　龍星
ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

武末　藍 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

豊田　徹 池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

津田　隆一郎池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

小玉　和也 ﾁｰﾑKBC

鈴木　航 ﾁｰﾑKBC

末吉　智美 江藤　里沙 陶山　智聡 榊　英里菜 椎葉　奈央美

甲斐　泉美 鮫島　佳織 鈴木　友菜 西　星愛 佐藤　智美

末吉　智美 アミーゴ

甲斐　泉美 アミーゴ

江藤　里沙 ニタクラ

鮫島　佳織 ニタクラ

陶山　智聡 宮崎商業

鈴木　友菜 宮崎商業

榊　英里菜 宮崎商業

西　星愛 宮崎商業

椎葉　奈央美Ray Frecce

佐藤　智美 Ray Frecce

男子ダブルスＤクラス（MDD）

女子ダブルスBクラス（WDB）



春山　真里奈 阪田　実優 村井　庸子 谷口　奈緒美 小八ヶ代　幸子 矢野　民子

平岡　穂奈美 阪田　優奈 三浦　幸子 高木　寿恵 有馬　ゆかり 白ヶ澤　博子

春 山 真 里
奈

アミーゴ
谷口　奈緒美 付属小ｸﾗﾌﾞ

平 岡 穂 奈
美

アミーゴ
高木　寿恵 付属小ｸﾗﾌﾞ

阪田　実優
ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 小八ヶ代　幸子 ﾘｳﾞｧﾘｰｽ

阪田　優奈 ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原 有馬　ゆかり ﾘｳﾞｧﾘｰｽ

村井　庸子 本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 矢野　民子 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

三浦　幸子 本郷ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 白ヶ澤　博子 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

藤田　琴羽 高木　優子 串間　香美

田原　穂翔 懸川　みや子 池田　美穂

藤田　琴羽 宮崎商業

田原　穂翔 宮崎商業

高木　優子 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

懸川　みや子 ｻﾎﾞﾃﾝｸﾗﾌﾞ

串間　香美 宮崎ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ

池田　美穂 宮崎ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ

A1位 C2位 B1位 A2位 C1位 B2位

女子ダブルスCクラス　決勝トーナメント

予選Aパート 予選Bパート

女子ダブルスCクラス（WDC）

予選Cパート



井上　海音 山本　千穂 城村　真依 山内　のどか 仮屋園　天澄 図師　有香

境田　絢音 津田　順子 田村　真夕 益田　叶乃 境田　奏音 能美　理恵子

井上　海音 国富ｽﾏｯｼｭ
山内　のどか

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

境田　絢音 国富ｽﾏｯｼｭ
益田　叶乃

ﾚｯﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ佐土原

山本　千穂 池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 仮屋園　天澄 国富ｽﾏｯｼｭ

津田　順子 池内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 境田　奏音 国富ｽﾏｯｼｭ

城村　真依 宮崎ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ 図師　有香 スコット

田村　真夕 宮崎ﾊﾞﾄﾞｷｯｽﾞ 能美　理恵子 スコット

女子ダブルスDクラス　決勝トーナメント

A1位 C2位 B1位 A2位

予選Aパート 予選Bパート

女子ダブルスDクラス（WDD）



C1位 E2位 D1位 F2位 A1位 B2位 E1位 A2位 F1位 D2位 B１位 C2位

男子ダブルスBクラス　決勝トーナメント



男子ダブルスCクラス　決勝トーナメント

F2位 C2位E2位C1位 F1位 D2位 B１位A2位D1位 E1位A1位 B2位








