
令和２年度

熊本県高等学校夏季テニス選手権大会

令和２年８月１日（土）～９日（日）

熊本県民総合運動公園テニスコート
パークドーム熊本
熊本市植木中央公園運動施設テニスコート

主催 熊本県テニス協会
共催 熊本県高等学校体育連盟
主管 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部
後援 ダンロップ



熊本県高等学校夏季テニス選手権大会歴代優勝者
（平成２０年以降の歴代優勝者）

［２年生の部］
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 多治見幸亮 岡﨑光軌 ･日野貴弘 村田 夏実 冨永沙也加･村田夏実
２０ （マリスト） （学園大付属） （熊本） （熊本）

平成 成松 貴大 小崎直人 ･上甲修平 前田 清伎 後藤聡美 ･印丸莉紗
２１ （熊本第二） （熊本第二） （鎮西） （熊本工業）

平成 上甲 修平 松田拓也 ･東 大翔 西浦 朱音 西浦朱音 ･田崎莉那
２２ （熊本第二） （学園大付属） （八代白百合） （八代白百合）

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

平成 掛林 達樹 杉谷和馬･渕上佑一郎 中村 優里 古澤ゆい ･中村優里
２４ （熊本第二） （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 橋本 幸香 橋本幸香 ･時里優希
２５ （東海大星翔） （熊本第二） （玉名） （玉名）

平成 本田 健人 吉川輝良 ･森口奨太 柳本 佳苗 大海朋佳 ･林 成美
２６ （学園大付属） （熊本工業） （熊本北） （九州学院）

平成 本田 健人 本田健人 ･中村朋樹 吉田 伽帆 上田真里那･飯干明里
２７ （学園大付属） （学園大付属） （九州学院） （学園大付属）

平成 前川政太郎 田上雅治･前川政太郎 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）

平成 前川政太郎 山田大誓･宮本汰一 松本 瑞希 宮﨑優空･河津菜日
２９ （熊本工業） （マリスト） （学園大付属） （熊本工業）

平成 藏原 蓮 笠原弘人･永瀬 友 木庭 千紘 木庭千紘 ･松本瑞希
３０ （熊本工業） （専大玉名） （学園大付属） （学園大付属）

令和 藤田 卓也 築嶋優太･吉本諭司 吉野 美桜 吉野美桜 ･中村愛乃
１ （熊本第一） （熊本） （八代白百合） （八代白百合）

［１年生の部］
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 宮本 陽 宮本 陽 ･古野 慎 印丸 莉紗 印丸莉紗 ･後藤聡美
２０ （学園大付属） （学園大付属） （熊本工業） （熊本工業）

平成 吉村 太志 高田鉄平 ･木下幹宣 小石妃呂子 本田 光 ･東家桃子
２１ （学園大付属） （東稜） （熊本工業） （八代白百合）

平成 二子石哲也 岩野寿春･蓮尾健史朗 大海 遙加 大内田 光･春木愛美
２２ （熊本第二） （玉名） （熊本北） （八代白百合）

平成 村上 考利 渕上佑一郎･平野巧海 森下 雅子 野口茉美 ･森下雅子
２３ （真和） （東海大二） （熊本） （熊本）

平成 山下 和輝 小坂隆人 ･ 村上 僚 上野 千尋 平岡由衣 ･古庄優香
２４ （熊本工業） （マリスト） （学園大付属） （東海大星翔）

平成 宇佐美太智 木下啓也･宇佐美太智 吉野 京佳 角川可純 ･大村真歩
２５ （熊本第二） （熊本第二） （熊本北） （東稜）

平成 上野 将輝 岡畑 輝･古城優也 吉野 里菜 吉野里菜 ･片平笑梨
２６ （熊本工業） （熊本） （文徳） （文徳）

平成 石川 武蔵 石川武蔵･吉村太志 早川 来夢 早川来夢 ･西村沙代
２７ （真和） （真和） （八代白百合） （八代白百合）

平成 山下 裕也 山下裕也･倉岡義弥 樋口彩弥香 磯本 澪 ･古閑 聖華
２８ （東稜） （東稜） （真和） （八代白百合）

平成 梅田 周優 渡邊大智･田中翔大 小路 彩乃 小路 彩乃･今村陽代里
２９ （学園大付属） （熊本工業） （八代白百合） （八代白百合）

平成 満永 快斗 倉原颯大 ･相良大心 平田 美結 平田美結 ･村井 蘭
３０ （東海大星翔） （熊本商業） （専大玉名） （専大玉名）

令和 松村 洸希 坂井薫 ･上木拓真 緒方 生海 田頭有紗 ･塘百望
１ （宇土） （学園大付属） （熊本工業） （専大玉名）


