
平成２０年度 第４０回宮崎県高等学校テニス競技新人大会（兼全国高等学校選抜テニス大会宮崎県予選）１０月２０（月）～２２日（水） 宮崎県総合運動公園

①試合日時に関しては、大会日程表参照のこと。

②試合開始のコール５分以内に入らない場合は、棄権とみなす。

③審判は、敗戦者審判とする。

④表彰は、３位まで行う。

⑤雨天の場合は、大会要項の通り。

⑥会場に到着したら、直ちに届けること。届け出ない場合は、棄権とみなす。

番号 学校名 監督名 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９

1 高千穂 山下　剛 坂本憲哉② 小石将平② 甲斐研太② 荒内公敏② 原　桂太① 田崎亮太①

2 延　商 染矢　由紀 吉田甲太① 甲斐紘彰① 石谷　侑大① 渡部貴史① 吉田尚平①

3 延　岡 落合　正樹 山本航平② 甲崎祥弥② 陣　勇気② 田中　力② 内窪知彰① 平野慎也① 鈴木洋輔② 高橋直記① 井上弘之①

4 延　工 川島　一典 坂元優斗② 片岡　翔② 山下勇太② 高木勝也② 深田　稜② 茅野　巧② 末永裕典② 甲斐琢人① 遠藤章矢②

5 門　川 川田　直美 高橋直人② 本田瑞希① 横山晃典① 齋藤雄太② 宇都宮準一② 西田健太① 日野朋裕①

6 富　島 長濱　信幸 児玉祐樹① 大田川孝司① 長曽我部拓哉① 関本翔太① 田村直也① 高樋奨平① 村田裕一①

7 　日　向 園田  浩二 岩見　遼② 小竹亮太① 吉田昇平② 鶴田龍也② 川邊一仁② 関谷崇寛② 細谷智也② 黒木賢太郎② 高橋昂平②

8 日向工 黒木　譲 松葉大樹① 牧田秀輝① 谷名拓也① 児玉翔吾① 有村真也① 岩本雄樹① 岩田吉郎① 村山信吉①

9 都　農 水元　泰代 吉弘鎮也② 丸山智弘② 木村　彰① 日高　翔太① 甲斐豊進① 戸塚和也① 小松啓志郎①

10 　高鍋農 高橋　幸彦 蛯原章太② 椎葉笙太② 坂本博仁② 外山　篤② 福元勇平① 刈谷龍馬① 鬼塚将平② 眞子　蓮①

11 　高　鍋 菊池　誠 森永　晃② 野尻悠平① 落合武志① 柳田和久② 多武　翼② 田村　聡① 福井康平② 岩下省吾② 笹岡崇臣②

12 　妻 渡司　真一郎 中園貴大② 浜砂達也② 池野雄大② 吉田宗一郎① 石川師康① 池田優人② 德永圭輝② 尾﨑雄磨① 和田晃基①

13 佐土原 　柴　　知数 永易恭之介② 内田菜大① 小村尚弘① 田口将伍① 猪野宏樹② 伊東直哉① 時任栄亘② 山本悠貴② 石川恵太郎②

14 日　章 川崎　健 上野宏樹② 上田将也② 岩坂都義① 荒川雄基① 岩切祐磨① 平野たおさ② 黒木　駿② 森　翔吾①

15 日　大 山村　久次 吉原湧貴② 押川　司② 川崎寛也② 藤原祐一② 串間慎太朗② 金丸雅史① 秋好建吾① 外山晃大②

16 宮  北 　寺田　翔吾 柳瀬凌平② 林　鮎斗① 岩切拓也① 大坪拓史② 内村聡志① 三原耕心① 吉原賢太② 徳地康大② 西岡勝己②

17 　大　宮 石川　哲博 石井智久① 松井孝弘① 緒方健人② 本田貴裕② 草場研太② 中村拓真① 上田泰之② 山元広平② 谷口　大②

18 　日　学 高妻　正実 姫田　晃① 岡本英志① 田村隆樹① 吉弘哲也① 日高啓佑② 山田一磨② 重久大地② 竹森　徹① 金川陽祐②

19 宮　学 藤井　宏一 舎川佳介② 志摩利宜② 宮本大輔② 上杉亮太② 矢野裕侑② 葉山将多② 渡邊拓海① 鈴木裕之①

20 　宮　工 　村田　稔 岩切泰良② 手島龍太朗② 有田　響② 夏田　亮② 矢野瑞貴① 岩切康誠① 寺松宏和① 中川剛志① 堀之内祐貴①

21 宮　農 駒田　武尊 野村遼平② 工藤駿祐② 後藤謙治② 岩村康司② 谷川亮平② 宮崎洋行② 清家大祐② 白坂真二① 黒川慎也①

22 宮　西 大竹　克彦 山路紘徳② 児玉裕一② 松山洋祐② 大南友誉② 竹森州平① 外薗賢② 小野泰輔① 濱田陽平② 松浦弘樹①

23 　宮　南 中野　真仁 一政　豪② 佐藤慎之介① 栁田拓馬② 吉元圭太① 待木祐人① 林 真弓② 黒木大翔② 黒木友貴② 小野隼輔②

24 　第　一 福満　誠 大西健太② 野見山剛② 椎葉湧一朗② 川辺健士朗② 河野孝朋② 中山龍治① 熊本恭太郎① 中矢孝秋① 佐々木雄也①

25 　鵬　翔 小谷・久木田 河野覚伸① 三上一樹① 谷口颯哉① 黒木達也① 平田秀俊② 東晃史郎① 森山健人② 猪倉悠輔① 佐藤翔太①

26 日  南 稲井　　剛 竹吉真幹② 前田翔大② 和田拓磨② 田上雄貴① 松崎太亮① 河野　翔① 益森　海①

27 都城農 谷口晋一郎 花原紳悟① 中島祥哉② 田中直弥② 中山健太② 中原翔吾① 長尾啓佑② 福滿恭平① 西村夕希也① 古川祐将①

28 泉ヶ丘 白羽根　修 中村優臣② 甲斐亮平② 大西航助① 榊　航② 　飯束恭也① 来住健太① 田平智也① 原澤朋宏① 長友　想①

29 都城西 水尾　訓和 中西浩太郎② 武田北斗② 田中一成① 増田英高② 東　貴広② 藤巻貴裕① 中島滉貴① 元岡雄輝② 上村拓哉②

30 都　工 牧野　光樹 梅木雄太② 永田涼平② 富永　祥② 延時　優② 前畑正和① 西　優作② 山下勇紀① 田中雄大① 三原　遼②

31 都高専 山下　敏明 満富吏雄② 徳丸貴柾② 遠矢　将② 梶田知廉② 日高将伍② 上野遥貴① 田畑大輔①

32 小林 小川　真 刈川哲志② 采女尚武② 下別府陽平② 西　亮介② 永野寛幸② 濱田祥一② 岩元敏生② 久土智也②

33 小林秀峰・工業 本田　圭吾 林　憲秀② 上牟田広太② 八重尾貴大② 楠元昌三② 右田優希② 栢木尭裕② 瀬口　学② 木下貴大② 田口博仁②

34 小林商 柳田　大介 山本　翔　② 山﨑竜太郎　② 佐々木翔一朗　② 古川惇也　② 轟木　実　② 有村貴弘　② 佐藤直希　② 奥野涼平　②

35 高  原 尾辻　公一 重久　卓② 黒坂真登② 馬場寛章① 末次和樹① 横山尚聖① 吉村匡史① 岩元春樹① 有水慎吾①

大会運営に関する諸注意

◎男子団体戦登録名簿



平成２０年度 第４０回宮崎県高等学校テニス競技新人大会（兼全国高等学校選抜テニス大会宮崎県予選）１０月２０（月）～２２日（水） 宮崎県総合運動公園

番号 学校名 監督名 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９

1 　延　商 柳田　奈央美 後藤春菜② 中城佳織② 神﨑美里② 福富麻耶① 甲斐菊乃② 甲斐小姫子② 永友瀬菜②

2 延　岡 杉田佳菜子 新田　唯② 橋本さとみ② 佐藤華夏② 野々下可菜子② 高須八千代① 高須沙千代① 小野聖香① 大神江里① 竹林　楓①

3 　日　向 吉本　道夫 田代愛果② 児玉祐真② 木村日向子② 岩城真実② 六角順菜② 横山幸子② 飯田愛李② 河野未芙美② 池田沙也加①

4 　高　鍋 菊池　誠 杉尾　萌② 中武　希② 甲斐文華② 恵利美穂② 三浦　彩② 杉田奈々② 松下　萌① 内村麻里① 阿南美和子①

5 　妻 田牧　直美 橋本茉実② 弓削朋未② 寺田渚沙① 廣末里紗② 石川恵理① 村上菜央子① 那須美里①

6 佐土原 梅木　徹 中武和美② 末永有佳梨② 長友春香② 末増明日美② 小川祐佳①

7 日　大 工藤　愛 長友瑠璃② 藤本華佳② 永野聖菜① 岸　絢美① 吉野眞子② 首藤玲奈① 川崎美津子①

8 日　章 川崎　健　 前田古都② 黒木美帆② 松岡　悠① 高橋真亜子① 高橋未来① 外山亜美② 成岡沙耶華①

9 　宮　北 大峯　清広 上村　栞② 竹井　舞② 深江彩文② 中嶋まどか① 新原里沙② 太田るりこ② 清亜咲美① 近藤史子① 蝦原沙紀①

10 　大　宮 石川　哲博 福山遙奈② 河野侑奈① 甲斐絢香② 稲用諒子① 木口美妃② 近藤沙織② 宇治橋さおり① 原田久美子① 上野早織①

11 　日　学 湯舟　儀一 伊豆本知香② 河野早希② 伊豆本和香② 右立さやか② 中村菜々美② 上山莉智② 若松優果② 河野まどか②

12 宮　学 甲斐　正憲 谷元美寿紀② 嘉多由希子② 日比野有希② 日高千恵① 河野もえみ① 日我文香② 堀切綾乃② 甲斐あかり① 荒矢瑶美①

13 宮　商 迫田　義次 大原かのこ② 齋藤杏奈② 大塚可奈子② 小林千里① 竹山  葵② 宮野瑞己② 中嶋  優① 井上小波① 川越沙弥香①

14 宮　農 後藤　英一郎 布施美咲② 田中彩子② 斉藤美湖② 田村優衣華① 柳田千穂② 久保田智美② 押川  生① 上岡倫華① 橋口麻美①

15 宮　西 上野　友哉 鬼塚友紀① 武田伊世② 芳野櫻子① 山口夏穂① 濱田萌未① 上野美智緒② 川瀬　睦② 福永真希②

16 　宮　南 土持　裕子 黒木奏子② 田村香織① 土橋春香② 田淵菜々② 林　奈緒② 恒吉里奈① 中森千皓② 坂本唯奈① 伊豆恵美子①

17 　鵬　翔 小谷　輝行 横山美里② 小西舞花② 新原えりか② 郡　桜子② 甲斐行代② 岡崎麻美② 小野さやか②

18 第　一 福満　誠 半田敦子② 音谷真衣② 能勢ありさ② 黒木李穏① 松元香澄① 八田穂菜美① 鶴園梨沙① 川越美幸① 今井美友①

19 都城農 弓削　順一郎 丸目沙織② 柳田汐梨② 竹田裕代① 日高　茜① 畑中美咲② 川畑沙也香② 高山真緒① 海田愛香① 熊谷礼留①

20 泉ヶ丘 木原　真紀 佐々木愛② 栗野明日香① 横山優美② 松元菜奈① 中村聖美①

21 都城西 渡辺　真悟 池田優花① 田中稚子① 出田有里佳① 竹元由佳①

22 小林 国分　義弘 上谷優子① 津曲葉月① 大坪みつき① 山之口晴香① 山住真里奈①

23 小林秀峰・工業 森　樹里香 池田紀子② 温水明日香① 樫山英恵①

◎女子団体戦登録名簿


