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全国選抜高校テニス九州地区大会熊本県予選歴代優勝校

男子優勝校 男子準優勝校 女子優勝校 女子準優勝校

平成 ４ 鎮西高校 東海第二高校 八代白百合学園 東稜高校

平成 ５ 東稜高校 鎮西高校 御船高校 信愛女学院

平成 ６ 熊本北高校 鎮西高校 松橋高校 八代白百合学園

平成 ７ 鎮西高校 東海第二高校 松橋高校 熊本北高校

平成 ８ 熊本高校 真和高校 松橋高校 熊本北高校

平成 ９ 鎮西高校 熊本高校 八代白百合学園 熊本北高校

平成１０ 八代工業高校 東稜高校 松橋高校 高森高校

平成１１ 東稜高校 東海第二高校 高森高校 鎮西高校

平成１２ 東稜高校 熊本高校 東稜高校 真和高校

平成１３ 東稜高校 熊本高校 熊本商業高校 松橋高校

平成１４ 熊本マリスト学園 東稜高校 ルーテル学院 熊本商業高校

平成１５ 熊本マリスト学園 熊本高校 ルーテル学院 松橋高校

平成１６ 熊本工業高校 熊本マリスト学園 ルーテル学院 八代白百合学園

平成１７ 熊本工業高校 熊本高校 熊本工業高校 熊本商業高校

平成１８ 熊本工業高校 学園大付属高校 八代白百合学園 学園大付属高校

平成１９ 学園大付属高校 宇土高校 熊本高校 ルーテル学院

平成２０ 熊本第二高校 学園大付属高校 熊本高校 ルーテル学院

平成２１ 熊本第二高校 学園大付属高校 熊本工業高校 第二高校

平成２２ 熊本第二高校 学園大付属高校 八代白百合学園 熊本高校

平成２３ 熊本第二高校 学園大付属高校 熊本高校 八代白百合学園

平成２４ 東海大付星翔高校 専大玉名高校 学園大付属高校 玉名高校

平成２５ 熊本工業高校 熊本第二高校 熊本高校 九州学院高校

平成２６ 熊本第二高校 熊本工業高校 九州学院高校 熊本北高校

平成２７ 学園大付属高校 熊本工業高校 学園大付属高校 八代白百合学園

平成２８ 熊本工業高校 八代工業高校 八代白百合学園 第二高校



熊本県高等学校テニス新人大会歴代優勝者

男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス

平成 西理一郎 矢澤・小松 野田玲子 野田・出上
４ （東海） （熊本） （九女） （九女）

平成 萩嶺龍昭 松岡・中畑 黒田宏子 黒田・吉里
５ （水俣） （鎮西） （学付） （学付）

平成 辻 鉄平 辻 ・西川 黒田宏子 中川・黒田
６ （鎮西） （鎮西） （学付） （松橋）

平成 野田英樹 野田・森田 中川美子 黒田・田上
７ （鎮西） （鎮西） （松橋） （松橋）

平成 辻 洋平 辻 ・加来 谷川麻弥 上田・篠原
８ （鎮西） （鎮西） （八代白百合） （御船）

平成 二口芳樹 辻 ・加来 米村蕗子 米村・谷川
９ （熊本） （鎮西） （八代白百合） （八代白百合）

平成 上田 篤 上田・角田 米村知子 米村知・渋谷
１０ （東稜） （東稜） （鎮西） （鎮西）

平成 今村隆亮 門松大志 ･千田洋輔 米村明子 米村明子･清田ゆりか
１１ （熊本） （東稜） （鎮西） （鎮西）

平成 二口俊樹 新宅晴樹･坂田憲一朗 林原朗子 石田 綾 ･中川香織
１２ （済々黌） （熊本工業） （八代） （東稜）

平成 大塚真之助 宮本晃輝 ･藤岡伸親 宮川早恵 上田美来･馬場沙代利
１３ （マリスト） （熊本工業） （九州学院） （ルーテル学院）

平成 大塚真之助 大塚真之助･富永紘平 宮川早恵 松岡里奈 ･坂井由奈
１４ （マリスト学園） （マリスト学園） （九州学院） （熊本商業）

平成 濵田哲也 岡部純兵 ･堤 佑太 宮﨑優実 宮﨑優実 ･徳永千尋
１５ （八代高専） （マリスト学園） （ルーテル学院） （ルーテル学院）

平成 大塚辰之助 大塚辰之助 ･森 憲介 梶尾奈央 徳永千尋 ･山品美海
１６ （九州学院） （九州学院） （熊本） （ルーテル学院）

平成 森 憲介 梶尾幸希 ･松尾悠生 菅村由香 鬼沢まどか･坂田奈津希
１７ （九州学院） （学園大付属） （学園大付属） （八代白百合）

平成 梶尾幸希 立石星士 ･野口将哉 田崎千茶 田崎千茶･中島由佳梨
１８ （学園大付属） （熊本工業） （八代白百合） （八代白百合）

平成 村下 亮 内田浩太 ･岡﨑光軌 長谷川茉美 長谷川茉美･中村真由美
１９ （東海大二） （学園大付属） （ルーテル学院） （ルーテル学院）

平成 多治見幸亮 岡﨑光軌 ･日野貴弘 長谷川茉美 長谷川茉美･中村真由美
２０ （マリスト学園） （学園大付属） （ルーテル学院） （ルーテル学院）

平成 成松貴大 成松貴大 ･石野祐希 後藤聡美 後藤聡美 ･印丸莉紗
２１ （第二） （第二） （熊本工業） （熊本工業）

平成 上甲修平 吉村太志 ･椎屋知大 村上あや 西浦朱音 ･田崎莉那
２２ （第二） （学園大付属） （第二） （八代白百合）

平成 佐伯 遼 松田拓也 ･東 大翔 田崎莉那 田崎莉那 ･西浦朱音
２３ （学園大付属） （学園大付属） （八代白百合） （八代白百合）

平成 杉谷和馬 杉谷和馬･渕上佑一郎 中村優里 古澤ゆい ･中村優里
２４ （東海大星翔） （東海大星翔） （学園大付属） （学園大付属）

平成 杉谷和馬 掛林達樹 ･松本健友 中村優里 橋本幸香 ･時里優希
２５ （東海大星翔） （第二） （学園大付属） （玉名）

平成 本田健人 松本健友 ･木村孝輝 大海朋佳 大海朋佳 ･林 成美
２６ （学園大付属） （第二） （九州学院） （九州学院）

平成 本田健人 中山和浩 ･中嶋峻大 今村凪沙 上田真里那･飯干明里
２７ （学園大付属） （熊本北） （尚絅） （学園大付属）

平成 尾方陸斗 米田 涼 ･平尾幸大 吉田伽帆 吉田伽帆･屋形日菜乃
２８ （熊本工業） （熊本工業） （九州学院） （九州学院）


