
シングルス ダブルス シングルス ダブルス

池田城治 池田城治・浦上孝次 野田玲子 松下智恵美･篠原美貴
（熊本工業） （熊本工業） （九州女学院） （御船）

元村良 石井俊貴･松岡俊夫 野田玲子 山口智子･島岡寿美
（熊本マリスト学園） （鎮西） （九州女学院） （八代白百合）

松岡俊夫 小島聡･吉田智和 中川美子 黒山恵子･木原梨香
（鎮西） （東稜） （松橋） （御船）

西川文武 西川文武･辻鉄平 黒田宏子 谷川麻裕子･井戸貴子
（鎮西） （鎮西） （学園大付属） （八代白百合）

西川文武 西川文武･辻鉄平 中山亜希子 黒田かすみ･田上亜樹
（鎮西） （鎮西） （済々黌） （松橋）

宮崎靖雄 辻洋平･青木辰徳 米村蕗子 谷川麻弥･米村蕗子
（熊本マリスト学園） （鎮西） （八代白百合） （八代白百合）

宮崎靖雄 辻洋平･加来幸平 米村知子 谷川麻弥･米村蕗子
（熊本マリスト学園） （鎮西） （鎮西） （八代白百合）

宮崎靖雄 古川学･江島恒夫 米村知子 米村知子･米村明子
（熊本マリスト学園） （真和） （鎮西） （鎮西）

上田篤 上田篤･門松大志 米村知子 米村知子･米村明子
（東稜） （東稜） （鎮西） （鎮西）

二口俊樹 今村隆二･岩下孝粋 米村明子 米村明子･石井美穂
（済々黌） （熊本） （鎮西） （鎮西）
今村隆二 今村隆二･西田卓広 宮川早恵 上田実来･宮﨑優実
（熊本） （熊本） （九州学院） （ルーテル学院）

大塚真之助 大塚真之助･岡部純兵 宮﨑優実 上田実来･宮﨑優実
（熊本マリスト学園） （熊本マリスト学園） （ルーテル学院） （ルーテル学院）

濵田哲也 岡部純兵･岡部剣之介 梶尾奈央 宮﨑優実･徳永千尋
（八代高専） （熊本マリスト学園） （熊本） （ルーテル学院）

佐藤岳 松尾悠生･梶尾幸希 梶尾奈央 岩永怜子･竹原由佳
（第二） （学園大付属） （熊本） （八代白百合）

梶尾幸希 梶尾幸希･松尾悠生 田崎千茶 田崎千茶･中島由佳梨
（学園大付属） （学園大付属） （八代白百合） （八代白百合）

梶尾幸希 梶尾幸希･岡﨑光軌 長谷川茉美 田崎千茶･中島由佳梨
（学園大付属） （学園大付属） （ルーテル学院） （八代白百合）

小椋祥平 村下亮･江内谷祥 長谷川茉美 長谷川茉美･中村真由美

（熊本マリスト学園） （東海大二） （ルーテル学院） （ルーテル学院）
多治見幸亮 岡﨑光軌･日野貴之 長谷川茉美 長谷川茉美･中村真由美

（熊本マリスト学園） （学園大付属） （ルーテル学院） （ルーテル学院）
日野貴弘 日野貴弘･宮本陽 前田清伎 西浦朱音･田崎莉那

（学園大付属） （学園大付属） （鎮西） （八代白百合）
上甲修平 上甲修平･上甲耀大 前田清伎 田崎莉那･西浦朱音
（第二） （第二） （鎮西） （八代白百合）
佐伯遼 佐伯遼･東大翔 田崎莉那 田崎莉那･西浦朱音

（学園大付属） （学園大付属） （八代白百合） （八代白百合）
杉谷和馬 掛林達樹･松本健友 中村優里 古澤ゆい･中村優里

（東海大星翔） （第二） （学園大付属） （学園大付属）
佐伯峻 掛林達樹･松本健友 中村優里 中村優里･上田真里那

（学園大付属） （第二） （学園大付属） （学園大付属）
本田健人 松本健友･木村孝輝 今村凪沙 大海朋佳･林成美

（学園大付属） （第二） （尚絅） （九州学院）
木村孝輝 中山和浩･中嶋峻大 今村凪沙 飯干明里･上田真里那
（第二） （熊本北） （尚絅） （学園大付属）

山田大誓 山田大誓･宮本汰一 吉田伽帆 早川来夢･上岡愛実
（熊本マリスト学園） （熊本マリスト学園） （九州学院） （八代白百合）

熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会　歴代優勝
男子 女子

平成 ４ 年度

平成 ５ 年度

平成２９年度

平成１４年度

平成１７年度

平成２０年度

平成２３年度

平成２１年度

平成２５年度

平成１３年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成１５年度

平成１６年度

平成１８年度

平成１９年度

平成２２年度

平成２４年度

平成１１年度

平成１２年度

平成 ６ 年度

平成 ７ 年度

平成 ８ 年度

平成 ９ 年度

平成１０年度



シングルス ダブルス シングルス ダブルス

前川政太郎 山田大誓･宮本汰一 木庭千紘 宮﨑優空･河津菜日
（熊本工業） （熊本マリスト学園） （学園大付属） （熊本工業）
山田大誓 山田大誓･宮本汰一 木庭千紘 木庭千紘･松本瑞希

（熊本マリスト学園） （熊本マリスト学園） （学園大付属） （学園大付属）
令和 ２ 年度 笠原弘人 吉野美桜
（代替大会） （専大玉名） （八代白百合）

藤田卓也 藤田卓也・長坂陽平 蓑田さくら 蓑田さくら・宮崎和花
（第一） （第一） （熊本工業） （熊本工業）

熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会　歴代優勝
男子 女子

平成３０年度

令和 元 年度

令和 ３ 年度

令和 ４ 年度

令和 ５ 年度

中止中止


