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＜シード順位＞

1 山崎晃平・成松智貴 （福岡大学・１） 5 北村翔平・林大地 (鹿屋体育大学・２・１)
2 出水遼磨・二子石哲也 （西南学院大学１・熊本大学３） 6 笛木理津也・田中亮大（福岡大学・２）

3 高木隆英・久貝太一 （福岡大学・３） 7 賀川拓也・上杉旬生 （福岡大学・２・１）

4 森脇亮太・岩永信哉 (鹿屋体育大学・１・１) 8 首藤伸弥・眞崎冬惟 （九州共立大学・１・１）
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中島弘陽・亀井貴之 田中竜輝・柏木涼吾

（福岡大学・２） (鹿屋体育大学・３・３)

杉原澄碧・重村啓太 矢山　大智・中村　翔

（北九州市立大学・１・１） (佐賀大学・1・1)

天本　拓也・坂井　秀輔 天野源也・戸嶋大介

(佐賀大学・2・2) a e （立命館アジア太平洋大学３・２）

矢田誠大・安藤研太 白川雄介・松隈共紘

(福岡教育大学・１・１） （長崎大学２・１）

鮫島光喜・宇佐美交機 伊南佳祐・豊國廉太

（立命館アジア太平洋大学２・２） （九州大学・１・１）

高木宥磨・溝田和弘 松中脩・北村豪

(九州大学医学部３・３) (九州産業大学・熊本大学・２・３)

上甲修平・材木力 市丸　龍・安部　駿志

（熊本大学・久留米大学・2・2） (佐賀大学・3・1)

末廣　義勝・外尾　直人 鎌田恵輔・樋口裕紀

（西南学院大学・1・１） (九州大学医学部３・２)

後藤修哉・加藤竜太 吉岩優真・松田光太郎

（九州共立大学・2・１） b f （宮崎大学・1・1）

河野敦・松村尚 梯光太郎・野内友三郎

(九州大学医学部２・２) (九州大学医学部３・３)

早川　綾斗・久米　脩弥 谷川慎・大山峻平

(佐賀大学・1・1) （九州工業大学・２・２）

石井透依・深川敬弘 田邉悠介・中野翔敬

(鹿児島大学・２・２） (福岡教育大学・２・２）

阿部智之・永井慶人 下之薗直樹・荒川哲脩

（熊本学園大学・３・2） （鹿児島国際大学・２・１）

上田雄飛・林宏樹 野口仁一郎・小路淳平

（九州大学・１・１） （北九州市立大学・１・１）

立石　優人・顧　宇豪 村上考利・井口裕希

(佐賀大学・1・3) c g （熊本大学１・１）

中島佑・田中康平 高木　翔太郎・田中　誠也

(九州大学医学部４・３) (佐賀大学・2・2)

山本昂・正平浩佑 城内礼央・高尾浩次

(福岡教育大学・３・３） (長崎県立大学・２・１)

沖澤望夢・中間義人 大河内貴斗・前田啓佑

（大分大学・２・１） （大分大学・３・２）

高野仁志・東大翔 中村　正太　・木戸　雄介

（福岡大学・３） (佐賀大学・3・2)

吉田直人・二宮慎大郎 岡本龍樹・田中雅士

(長崎県立大学・２・２) （熊本大学　２・１）

川内健太郎・大野健斗 小野綾太・大塚貴広

（熊本大学５・５） d h （九州工業大学・１・１）

黒田貴洋・簑田悠希 小川空海・熊川将太

（宮崎大学・2・2） (長崎県立大学・１・１)

徳永晃大・板井公孝 中村遼平・齋藤光太朗

（熊本学園大学・３・1） (鹿児島大学・２・３）

17 40

23 46

18 41

21 44

22 45

4320

7 30

16 39

19 42

14 37

15

11 34

12 35

13

38

36

8 31

9 32

10

5 28

33

6 29

2016年九州学生新進テニストーナメント

男子ダブルス予選

3 26

4 27

1 24

2 25



2016/3/3～3/6

1R 2R F F 2R 1R

伊藤慎也・大久保輝 礒部峻・松尾俊太郎

（大分大学・長崎大学・１・２） （福岡大学・３・２）

源大樹・石木克裕 西川　颯帆・井田　悠介

（九州大学・２・１） (佐賀大学・1・1)

草場　裕貴・東　哲典 末松凌・川越裕天

(佐賀大学・1・1) i m （北九州市立大学・２・２）

岩永勝臣・平川聖也 北川竜一・佐藤航平

(九州大学医学部１・１) （大分大学・１・１）

野口修・大野靖敏 柴広樹・國吉雄大

（北九州市立大学・２・２） (鹿屋体育大学・３・２)

佐藤健太郎・杉谷和馬 今村優悟・紀隆貴

（九州共立大学・２・１） （福岡大学・１）

高山祐輝・大倉克宏 早田侑平・田川佑弥

（熊本学園大学・2・2） （長崎大学１・１）

榊原誠史・渡辺裕貴 三角　将広　・幸田　昌也

（大分大学・２・２） j n (佐賀大学・2・2)

雪麟太郎・田中良弥 橋口亮介・伊藤純

（熊本大学　２・１） （熊本県立大学２・２）

中原健太・石井明 赤司弘実・岩村優太

(長崎国際大学・2・1） （久留米大学・2・1）

佐藤卓哉・吉田大晃 橋本真・内田大喜

（熊本大学　２・２） (九州産業大学・久留米大学・３・１)

平野巧海・村田晴海 旗生幸玄・中嶋晋作

（九州東海大学・2・1） （久留米大学・1・1）

竹原瑞樹・西中隆志郎 木本貴大・山下貴輝

（九州大学・３・３） k o （熊本学園大学・2・1）

白水真澄・田中誠也 金子亮太・加世堂有

(福岡教育大学・１・１） （九州工業大学・２・２）

松本昂・大津雅広 和泉貴充・首藤慎ノ介

(九州大学医学部５・５) (福岡教育大学・３・２）

今平拓郎・酒井優 宮脇勇輔・武藤裕希

（熊本大学　３・１） (九州産業大学・２・１)

大鶴亘・川原田元亨 重冨友希・大野堤等

(九州大学医学部４・３) （北九州市立大学・２・１）

園部晃大・古川健治 荒川弘樹・築城聖弥

(長崎県立大学・１・１) l p （久留米大学・2・1）

木田浩貴・日隈瑞樹 上杉一進・斎藤大輝

（九州共立大学・2・１） （大分大学・２・２）

出口資門・中野拓 敷田慎太郎・林駿汰

（長崎大学２・２） （熊本大学　１・１）
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池永悠祐・小柳亮太 松永　和樹・西村　俊希

（大分大学・３・３） (佐賀大学・3・1)

西洋一郎・小湊健太 中川拓海・西本裕亮

（久留米大学・2・1） (九州大学医学部１・１)

片山太智・岩永魁 中島大佑・國安晃弘

（長崎大学１・１） q u （熊本大学　２・１）

中堀拓哉・上村広大 多和紘希・安藝翼

（鹿児島国際大学・３・１） （宮崎大学・2・1）

坂本悠輔・鬼武優太 柳井大貴・後藤寿也

（九州共立大学・２・２） （九州共立大学・３・２）

森征太朗・田口和典 木村智成・三好亮平

（九州共立大学・３・２） （長崎大学３・２）

古閑大真・宮野俊亮 大田駿介・田中翔大

（宮崎大学・1・1） （九州工業大学・１・北九州市立大学・１）

石崎将太・吉井湧哉 村田一樹・田中元康

（久留米大学・2・2） r v (九州産業大学・３・３)

大石一慶・上野信 阿南　壮一郎・藤田　尚也

(福岡教育大学・２・２） (佐賀大学・1　鹿屋体育大学・1)

有川敬弘・安田翔希 三宅敦也・宇都一真

（鹿児島国際大学・３・１） （熊本学園大学・1・1）

青山嘉宏・篠田勝斗 村山颯太・福本晃
(九州産業大学・鹿屋体育大学・３・３) (長崎国際大学・3・3）

村本雄基・渡辺晧太 永松直輝・真﨑涼

(福岡教育大学・１・１） （久留米大学・2・2）

恒吉祐成・小田原洋一 増田陽太郎・増留侑真

(鹿児島大学・１・１） s w （熊本学園大学・３・3）

中山貴仁・長谷川翔太郎 池田理一郎・川原田晋平

（大分大学・３・２） (九州大学医学部３・１)

中原聡志・野尻悠平 関　皇紀・藤瀬　柊斗

(九州大学医学部３・２) （西南学院大学・1・１）

北條武・藤澤浩輝 東　侑磨・藤井　勇作

(長崎国際大学・3・１） （西南学院大学・1・１）

川崎正博・高橋啓太 濱地良輔・林田仁志

（大分大学・１・１） (九州大学医学部５・３)

川谷　祐紀・小畑　雄貴 中村厚太・水上雄太

(佐賀大学・2・2) t x (鹿児島大学・１・１）

清　宗平・渡邊　翔太 川崎雅・東雅大

（西南学院大学・1・１） （鹿児島国際大学・１・１）

坂田拳史・渡部理久 植竹大造・鮫島朋晃

（熊本学園大学・３・2） （北九州市立大学・２・２）
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