
種目 5月4日 5月5日
QF・SF F

ＳF Ｆ

ＳＦ・F

会場：SAGAサンライズパーク庭球場（砂入り人工芝１6面）

①本大会のドローは、大会当日にオープン抽選を行い決定します。

　選手の皆様は各種目受付時間までに会場にご集合ください。

②初日受付時に別添の出場同意書を必ず提出してください。２日目以降は受付で検温を実施します。

③全試合３セットマッチ

④使用球　ダンロップフォート　２球使用　セットチェンジ

⑤大会はテニスルールブック2021に沿って行います。

⑥新型コロナウイルス感染防止注意事項をご確認の上、ご参加ください。

男子シングルス ＊シードは当日発表、ドローは当日抽選。

No. シード 選手登録番号 姓 名 エントリー 県登録 所属団体

1 秋吉 祐希 フリー

2 池田 武嶺 佐賀GTC

3 伊藤 時空 筑紫野LTC

4 梅川 煌己 佐賀商業高校

5 神近 侑希 フリー

6 川崎 脩生 佐賀GTC

7 川副 和紀 フリー

8 河野 大輝 フリー

9 川原 和大 佐賀大学

10 菊地 祥太郎 佐賀銀行

11 岸川 太紀 久留米大学

12 新開 大輝 佐賀商業高校

13 田代 隼渡 フリー

14 津田 悠汰 フリー

15 手塚 学 佐賀GTC

16 手塚 優斗 佐賀商業高校

17 中溝 宏司 佐賀銀行

18 中村 正太 フリー

19 濱川 和弘 佐賀銀行

20 槇 侑聖 IDS

21 三溝 真人 ファインヒルズJr

22 宗藤 伸哉 早稲田佐賀高校

23 森 優介 久留米大学

24 安西 大虎 佐賀銀行

25 四枝 郁人 早稲田佐賀高校

（順位不同）

シングルス　　８時40分受付・抽選　１Ｒ・２R

本大会は新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに沿って実施・運営します。

第５4回　佐賀県テニス選手権　一般の部

シングルス　　８時４０分受付・抽選　１・２R

感染拡大状況により大会を延期・中止する場合があります。

ダブルス　　１３時受付・抽選　1R・ＱＦ

ダブルスは不成立

大会日程

5月3日

男　子

女　子



男子ダブルス ＊シードは当日発表、ドローは当日抽選。

No. シード 選手登録番号 姓 名 エントリー 県登録 所属団体

安西 大虎 佐賀銀行

川原 和大 佐賀大学

宗藤 伸哉 早稲田佐賀高校

三溝 真人 ファインヒルズJr

中溝 宏司 佐賀銀行

菊地 祥太郎 佐賀銀行

津田 悠汰 フリー

河野 大輝 フリー

中村 正太 フリー

江頭 侑汰 フリー

西村 直純 フリー

秋吉 祐希 フリー

飯守 直樹 フリー

小川 伊佐緒 佐賀市役所テニス部

松永 宜大 フリー

宮原 壯直 フリー

久野 汰郎 福岡大学

四枝 郁人 早稲田佐賀高校

古川 壮真 長崎大学医学部

古川 勇真 佐賀大学医学部

手塚 学 佐賀GTC

手塚 優斗 佐賀商業高校

新開 大輝 佐賀商業高校

梅川 煌己 佐賀商業高校

（順位不同）

女子シングルス ＊シードは当日発表、ドローは当日抽選。

No. シード 選手登録番号 姓 名 エントリー 県登録 所属団体

1 秋吉 朝香 フリー

2 糸山 日菜 鳥栖商業高校

3 香月 琴菜 佐賀商業高校

4 塚原 里帆 致遠館高校

5 仲村 悠花 佐賀商業高校

6 宮﨑 陽花莉 鳥栖商業高校

7 武藤 ひまり 佐賀商業高校

8 室屋 優羽 佐賀商業高校

9 毛利 優奈 佐賀商業高校

10 森 音羽 BSSA久留米

11 山本 和 鳥栖商業高校

（順位不同）
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