
6362 6062

167575 6260

754662 632660

1ret0 6175

6364 7561

634663 6363

613664 603662

シード順

1 田代翔 タシロショウ （鹿屋体育大学・3）

2 相馬光志 ソウマコウシ (福岡大学・２)

3 伊南陽介 イナミヨウスケ (九州大学・3)

4 浅田幸輝 アサダコウキ （鹿屋体育大学・3）

5 今林亮介 イマハヤシリョウスケ  (福岡大学・３)

6 木村孝輝 キムラコウキ　 （熊本学園大学・3）

7 鈴木宗生 スズキトキオ  (福岡大学・３)

8 阿部直人 アベナオト  (福岡大学・３)

令和元年度九州学生室内テニス選手権大会　本戦

男子シングルス

優勝

浅田幸輝 （鹿屋体育大学・３

阿部直人 （福岡大学・３）

杉本佳加 （鹿屋体育大学・１）

今林亮介 （福岡大学・３）

甲斐賢也

13

（熊本学園大学・３）

小野舜平 （九州大学・１）

9

10

11

12

相馬光志

（福岡大学・２）

466462

木村孝輝

（鹿屋体育大学・3）

（長崎国際大学・１)

（鹿屋体育・２）

（福岡大学・３）

（九州大学３）

（長崎国際大学・３）

（福岡大学・１）

（熊本学園大学・３）

甲斐光汰 （西南学院大学・１）

相馬光志 （福岡大学・２）

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

田代翔

前川政太郎

大久保恵将

鈴木宗生

伊南陽介

安西大虎

田畑佑馬



6060 576463

6063 7564

632675 6063

6261 6161

6161 6261

6475 6262

6275 6361

シード順

1 岡﨑　亜美 オカザキ　アミ （鹿屋体育大学・２）

2 大津　あかり オオツ　アカリ （鹿屋体育大学・２）

3 吉田伽帆 ヨシダカホ （西南学院大学・２）

4 鈴木　日菜 スズキ　ヒナ （鹿屋体育大学・３）

5 内田朱音 ウチダアカネ （西南学院大学・２）

6 武本みなみ タケモトミナミ　　　　　（福岡大学・３）

7 東　美月 ヒガシ　ミヅキ （鹿屋体育大学・３）

8 白武七海 シラタケナツミ　　　　　（福岡大学・３）

令和元年度九州学生室内テニス選手権大会　本戦

女子シングルス

（西南学院大学・２） 9

2 上岡愛実 （福岡大学・２） 田中里穂 （福岡大学・２） 10

優勝

1 岡﨑　亜美 （鹿屋体育大学・２） 内田朱音

大津　あかり

（鹿屋体育大学・２）

6364

11

4 白武七海 （福岡大学・３） 鈴木　日菜 （鹿屋体育大学・３） 12

3 原田瑚乃美 （西南女学院大学・３） 田中恵夢 （福岡大学・２）

13

6 福田優 （西南女学院大学・１）） 中村友紀 （福岡大学・２） 14

5 吉田伽帆 （西南学院大学・２） 武本みなみ （福岡大学・３）

15

8 東　美月 （鹿屋体育大学・３） 大津　あかり （鹿屋体育大学・２） 16

7 富濱祥子 （鹿屋体育大学・１） 大井川愛奈 （福岡大学・２）



7562 626(2)7105

6136104 1ret0

6462 6346105

シード順

1 今林亮介・鈴木宗生 イマハヤシリョウスケ・スズキトキオ （福岡大学３・３）

2 木村孝輝・中山和浩 キムラコウキ・ナカヤマカズヒロ （熊本学園大学3・3）

3 相馬光志・藤浪巧 ソウマコウシ・フジナミタクミ （福岡大学２・１））

4 川島元貴・高間一晟 カワシマゲンキ・タカマイッセイ （鹿屋体育大学・3・1）

令和元年度九州学生室内テニス選手権大会　本戦

男子ダブルス

1 今林亮介・鈴木宗生 （福岡大学３・３）） 阿部直人・田畑佑馬 （福岡大学３・１）） 5

優勝

阿部直人・田畑佑馬

（福岡大学３・１））

1ret0

3 川島元貴・高間一晟 （鹿屋体育大学・3・1） 伊南陽介・豊國想太 （九州大学３・３） 7

2 浅田幸輝・大久保恵将 （鹿屋体育大学・3・２） 相馬光志・藤浪巧 （福岡大学２・１）） 6

84 田代翔・杉本佳加 （鹿屋体育大学・3・1） 木村孝輝・中山和浩 （熊本学園大学3・3）



6462 7562

6264 6364

5761105 6363

シード順

1 岡﨑亜美・富濱祥子 オカザキアミ・トミハマサチコ （鹿屋体育大学２・1）

2 東美月・大津あかり ヒガシミヅキ・オオツアカリ （鹿屋体育大学3・２）

3 吉田伽帆・内田朱音 ヨシダカホ・ウチダアカネ （西南学院大学２・２）

4 田中里穂・中村友紀 タナカリホ・ナカムラユキ （福岡大学１・1）

6

3 田中里穂・中村友紀 （福岡大学１・1） 福田優・鞍垣絢 （西南女学院大学・福岡女子大学１・１） 7

2 中濱友希・玉城花梨 （鹿屋体育大学２・1） 吉田伽帆・内田朱音 （西南学院大学２・２）

優勝

6161

岡﨑亜美・富濱祥子

（鹿屋体育大学２・1）

8

令和元年度九州学生室内テニス選手権大会　本戦

女子ダブルス

1 岡﨑亜美・富濱祥子 （鹿屋体育大学２・1） 白武七海・田中恵夢（福岡大学３・２） 5

4 佐藤未侑・原田瑚乃美（西南女学院大学３・３） 東美月・大津あかり（鹿屋体育大学3・２）


