
男子シングルス 女子シングルス 種  目 男子シングルス

井上貴博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 東　友賀（宮崎商業） ﾍﾞｽﾄ32 籾木一亨（ＨＩＲＯJr）

峯　英男（日向） 西村美咲（宮崎商業） 〃 金井俊二（宮崎北）

戸髙雄人（佐土原） 福島朱梨（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 〃 柿木佑介（都城泉ヶ丘）

金田泰将（ﾁｰﾑ村雲） 横山奈美（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr) 〃 金永忠之（宮崎大宮）

松岡賢吾（日向） 大原かのこ（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 〃 福田紘彬（延岡工業）

岩下知史（鵬翔） 押川知世（宮崎西） 〃 中武輝章（宮崎工業）

大原文平（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 荒木史織（ﾌｧｲﾅﾙTC） 〃 稲田拓也（佐土原）

小村剛一（日向） 宮田　葵（宮崎商業） 〃 井尻　淳（都城泉ヶ丘）

黒木佑樹（佐土原） 湯地紗希（佐土原） 〃 黒木一也（日向）

横山良輔（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr） 佐藤希望（宮崎商業） 〃 西林　航（妻）

松岡宏典（日向） 岩坂美希（新富TC） 〃 西　優馬（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

井川拓耶（高鍋） 日高真実（宮崎商業） 〃 荒木啓太（延岡ﾛｲﾔﾙ）

矢田佳嵩（鵬翔） 西川真美（延岡商業） 〃 池元駿也（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

只野秀一（宮崎北） 遠目塚寛子（日向学院） 〃 吉村　淳（日向）

松本俊二（都城泉ヶ丘） 神谷佳奈（高鍋） 〃 高山　寛（宮崎大宮）

城　祐吉（高鍋） 羽生　彩（宮崎北） 〃 上野智弘（宮崎工業）

男子シングルス 女子シングルス 種  目 男子ダブルス

石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC） 渡部李香（小林中TC） 前田充範（ｼｰｶﾞｲｱTC）

小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ） 千綿春菜（延岡ﾛｲﾔﾙ） 石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC）

小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ） 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ） 小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ）

前田充範（ｼｰｶﾞｲｱTC） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ）

伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）山口夏穂（小林中TC） 伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ） 中嶋　優（小林中TC） 染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

佐藤宏太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 尾中理紗（新富TC） 高橋　翼（CHｲﾜｷﾘ）

重山裕紀（CHｲﾜｷﾘ） 西　沙綾（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 重山裕紀（CHｲﾜｷﾘ）

平野多紀（延岡ﾛｲﾔﾙ） 田村美咲（ｼｰｶﾞｲｱTC） 山口健護（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr）

井上敬博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 宮園実佳（延岡ﾛｲﾔﾙ） 近藤雄介（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr）

岩坂都義（新富TC） 児玉瑞希（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr） 伊東直哉（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ） 郡司裕美（新富TC） 井上敬博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

川俣俊太郎（ミリオン） 大峰叶詠（CHｲﾜｷﾘ） 矢野健太郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

伊東直哉（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 河原愛美（CHｲﾜｷﾘ） 千綿　蒔（延岡ﾛｲﾔﾙ）

内田菜大（ﾐﾘｵﾝJr） 稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

西ノ村尚也（小林中TC） ×

乾　恭子（小林中ＴＣ）

準優勝

ﾍﾞｽﾄ4

ﾍﾞｽﾄ4

松田　悠（日南）

岩坂浩代（宮崎日大）

高部真帆（宮崎学園）

大橋裕子（日向学院）

池田香奈恵（延岡工業）

大塚可奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

上原夕佳（日向）

期　日 ２００４年１月１０日（土）～１月１２日（月）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

長船由香里（宮崎北）

平峯ももこ（宮崎大宮）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

女子シングルス

弓元麻未（日南）

長友里津子（高鍋）

椎屋ひとみ（小林商業）

本薗沙栄（都城西）

加行朝美（延岡商業）

島　のぞみ（CHｲﾜｷﾘ）

〃

〃

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ16

ﾍﾞｽﾄ8

第１７回宮日杯ジュニアテニス選手権大会

種　目

優　勝

種　目 女子ダブルス

優　勝
優  勝

渡部李香（小林中TC）

準優勝 山口夏穂（小林中TC）

全国小学生テニス選手権宮崎県予選大会

期　日 ２００４年３月１３日（土）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

3位
準優勝

千綿春菜（延岡ﾛｲﾔﾙ）

4位 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

5位
ﾍﾞｽﾄ４

甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

6位 西　沙綾（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

7位
〃 ×

8位

ﾍﾞｽﾄ12
ﾍﾞｽﾄ8 ×

〃

〃
〃 ×

〃

ﾍﾞｽﾄ16
〃 ×

〃

〃
〃 × ×

〃



U１２男子シングルス U１２女子シングルス 種  目 U１２男子ダブルス

石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC） 渡部李香（小林中TC） 石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC）

小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ） 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ） 永易恭之介（ｼｰｶﾞｲｱTC）

小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ） 千綿春奈（延岡ﾛｲﾔﾙ） 伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

前田充範（ｼｰｶﾞｲｱTC） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ） 山口夏穂（小林中TC） 小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ）

永易恭之介（ｼｰｶﾞｲｱTC）西　沙綾（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ）

佐藤宏太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 井上愛咲子（ｼｰｶﾞｲｱTC） 矢野健太郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

重山裕紀（CHｲﾜｷﾘ） 尾中理紗（新富TC） 千綿　蒔（延岡ﾛｲﾔﾙ）

宮川賢君（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 重山菜穂（ＣＨｲﾜｷﾘ）

平野多紀（延岡ﾛｲﾔﾙ） 郡司裕美（新富TC）

伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）岡田花帆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

岡田和真（延岡ﾛｲﾔﾙ） 宮園実佳（延岡ﾛｲﾔﾙ）

川俣俊太郎（ﾐﾘｵﾝJr） 稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

内田菜大（ﾐﾘｵﾝJr） ×

染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ） ×

井上敬博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） ×

U１４男子シングルス U１４女子シングルス 種  目 U１４男子ダブルス

横山良輔（リザーブJr） 荒木史織（ﾌｧｲﾅﾙ） 森永　晃（高鍋Jr）

西　優馬（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 大原かのこ（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ）

日野竜人（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 上谷紀子（小林中） 近藤翔英（リザーブJr）

森永　晃（高鍋Jr） 熊本郁美（延岡ﾛｲﾔﾙ） 定宗隆一郎（リザーブJr）

荒木啓太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 宮本　萌（延岡ﾛｲﾔﾙ） 丸田隆人（高崎中）

成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ） 日高真志（高崎中）

弓削貴嗣（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 乾　恭子（小林中） 西ノ村祐太（小林中）

大竹英次（ｼｰｶﾞｲｱTC） 迫田愛里（ミリオン） 荻窪祐貴（小林中）

定宗隆一郎（リザーブJr）大塚七那恵（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

森田　匠（高鍋西中） 斉藤志緒美（久峰中）

北村真理人（ミリオン）

前田浩司（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 大塚加奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

近藤翔英（リザーブJr）

山路紘徳（リザーブJr） 竹山あおい（高崎中）

姫田一磨（ｼｰｶﾞｲｱTC） 中屋敷知美（小林中）

西ノ村祐太（小林中） 永田真知（ミリオン）

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ16

〃

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ12

〃

7位
４位

中屋敷知美（小林中）

8位 中川智美（小林中）

4位 上谷紀子（小林中）

5位
３位

宮本　萌（延岡ﾛｲﾔﾙ）

6位 小泉嬉子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

宮園美佳（延岡ﾛｲﾔﾙ）

種　目 U１４女子ダブルス

ﾍﾞｽﾄ16

〃

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ12

〃

7位
４位

8位

5位
３位

甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

6位 西　沙綾（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

3位
準優勝

千綿春奈（延岡ﾛｲﾔﾙ）

4位

染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

渡部李香（小林中TC）

山口夏穂（小林中TC）

種　目 U１２女子ダブルス

優　勝
優  勝

準優勝

期　日 ２００４年４月１０日（土）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

〃

〃

優　勝
優  勝

大塚七那恵（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

準優勝 大塚可奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

3位
準優勝

乾　恭子（小林中）

（兼全日本ジュニアテニス選手権九州予選大会宮崎県予選大会）

第３１回九州ジュニアテニス選手権宮崎県予選大会



小学生男子シングルス 小学生女子シングルス 種　目 小学生男子ダブルス

石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC） 渡部李香（小林中TC） 小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ）

小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ） 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ） 田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ）

小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ） 千綿春菜（延岡ﾛｲﾔﾙ） 染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

岡田和真（延岡ﾛｲﾔﾙ） 福留夏美（ｼｰｶﾞｲｱJr） 小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ）

染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ） 山口夏穂（小林中TC） 佐藤宏太（延岡ﾛｲﾔﾙ）

佐藤宏太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 中嶋　優（小林中TC） 矢野健太郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）尾中理紗（新富TC） 千綿　蒔（延岡ﾛｲﾔﾙ）

濁沼佑弥（清武Jr） 石田莉奈（佐土原Jr）

田中一成（ｲﾜｷﾘJr） 岡田花帆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

平野多紀（延岡ﾛｲﾔﾙ） 稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

小野泰輔（清武Jr） 図師沙也香（佐土原Jr）

猪野翔太（ｼｰｶﾞｲｱJr） 郡司裕美（新富TC）

千綿　蒔（延岡ﾛｲﾔﾙ） 児玉瑞希（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr）

高橋　翼（ｲﾜｷﾘJr） 田村美咲（ｼｰｶﾞｲｱJr）

前田将志（ﾁｰﾑ村雲） 土橋美咲（清武Jr）

中学生男子シングルス 中学生女子シングルス 種  目 中学生男子ダブルス

清水陽一（ﾐﾘｵﾝJr） 岩坂美希（新富Jr） 日野竜人（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

菅　竹馬（ｼｰｶﾞｲｱJr） 大塚加奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 弓削貴嗣（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

黒木信介（ｼｰｶﾞｲｱJr） 熊本郁美（延岡ﾛｲﾔﾙ） 西嶋浩規（ｼｰｶﾞｲｱJr）

日野竜人（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 大原かのこ（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 黒木信介（ｼｰｶﾞｲｱJr）

前田浩司（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 迫田愛里（ミリオン） 菅　竹馬（ｼｰｶﾞｲｱJr）

荒木啓太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 大塚七那恵（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 藤崎祐貴（ｼｰｶﾞｲｱJr）

弓削貴嗣（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 宮本　萌（延岡ﾛｲﾔﾙ） 森永　晃（高鍋Jr）

森永　晃（高鍋Jr） 豊田知代（延岡ﾛｲﾔﾙ） 成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ）

岡田慎太郎（ｼｰｶﾞｲｱJr） 小泉嬉子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC） 渡部李香（小林中TC）

佐藤晋之介（延岡ﾛｲﾔﾙ）椎　友香（ﾐﾘｵﾝJr）

成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ） 甲斐景子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

北村真理人（ミリオン） 宮野瑞己（ｼｰｶﾞｲｱJr）

小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ） 三橋瑠璃子（ﾐﾘｵﾝJr）

姫田一磨（ｼｰｶﾞｲｱTC） 永田真知（ﾐﾘｵﾝJr）

甲斐淳平（ｲﾜｷﾘJr） 西村明日那（延岡ﾛｲﾔﾙ）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ16

〃

〃
〃

岩坂美希（新富Jr）

〃 越智美里（新富Jr）

ﾍﾞｽﾄ８
ﾍﾞｽﾄ４

宮本　萌（延岡ﾛｲﾔﾙ）

〃 小泉嬉子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

ﾍﾞｽﾄ４
準優勝

宮野瑞己（ｼｰｶﾞｲｱJr）

〃 山下　恵（ｼｰｶﾞｲｱJr）

種　目 中学生女子ダブルス

優　勝
優  勝

伊達美友（ﾐﾘｵﾝJr）

準優勝 椎　友香（ﾐﾘｵﾝJr）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾍﾞｽﾄ16

〃

〃
４位

稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

〃 岡田花帆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

ベスト８
３位

郡司裕美(新富TC)

〃 尾中理紗（新富TC）

3位
準優勝

渡部李香（小林中TC）

4位 山口夏穂（小林中TC）

優　勝
優　勝

千綿春菜（延岡ﾛｲﾔﾙ）

準優勝 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

種　目 小学生女子ダブルス

宮崎県ジュニアテニストーナメント

期　日 ２００４年７月３０日（金），３１日（土）



U１２男子シングルス U１２女子シングルス 種  目 U１２男子ダブルス

石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC） 渡部李香（小林中TC） 石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC）

小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 井上敬博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ） 高橋　翼（ｲﾜｷﾘＪｒ）

高橋　翼（ｲﾜｷﾘＪｒ） 千綿春奈（延岡ﾛｲﾔﾙ） 重山裕紀（CHｲﾜｷﾘ）

井上敬博（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 福留夏美（ｼｰｶﾞｲｱＴＣ） 永田和大（ﾐﾘｵﾝＪｒ）

矢野健太郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）郡司裕美（新富TC） 川俣俊太郎（ﾐﾘｵﾝＪｒ）

染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ） 西　沙織（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 田村隆樹（清武Ｊｒ）

重山裕紀（CHｲﾜｷﾘ） 児玉瑞樹（ﾘｻﾞｰﾌﾞＪｒ） 飯干藍任（清武Ｊｒ）

U１４男子シングルス U１４女子シングルス 種  目 U１４男子ダブルス

森永　晃（高鍋Jr） 大原かのこ（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 森永　晃（高鍋Jr）

成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ） 大塚加奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ）

前田浩司（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 宮野瑞己（ｼｰｶﾞｲｱＴＣ） 甲斐亮平（ｲﾜｷﾘJr）

永易恭之介（ｼｰｶﾞｲｱＴＣ）豊田智代（延岡ﾛｲﾔﾙ） 前田浩司（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

小村尚弘（延岡ﾛｲﾔﾙ） 中嶋　優（小林中ＴＣ） 山路紘徳（リザーブJr）

近藤翔英（リザーブJr） 山口夏穂（小林中ＴＣ） 近藤翔英（リザーブJr）

岡田慎太郎（ｼｰｶﾞｲｱＴＣ）山元明日香（高崎中） ｼｪｰﾝ･ﾋﾟｰﾀｰｾﾝ（ﾐﾘｵﾝJr）

田口将伍（延岡ﾛｲﾔﾙ） 重山奈穂（ｲﾜｷﾘJr） 内田菜大（ﾐﾘｵﾝJr）

Ｕ１８男子シングルス Ｕ１６男子シングルス Ｕ１４男子シングルス Ｕ１２男子シングルス

堂下　航（鳳凰高） 西　優馬（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 森永　晃（高鍋Ｊｒ） 石井智久（ｼｰｶﾞｲｱTC）

原口拓也（鹿児島中央） 保原充宏（ｴｱﾎﾟｰﾄＴＣ） 成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ） 林裕一郎（ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟJr）

田中秀和（鳳凰高） 日野竜人（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 前田浩司（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） 小村拓也（延岡ﾛｲﾔﾙ）

新村高大（鳳凰高） 池元駿也（ｴｱﾎﾟｰﾄＴＣ） 近藤翔英（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr） 西田浩輝（ＳＴＡ）

Ｕ１８男子ダブルス Ｕ１６男子ダブルス Ｕ１４男子ダブルス Ｕ１２男子ダブルス

堂下　航（鳳凰高） 保原充宏（ｴｱﾎﾟｰﾄＴＣ） 森永　晃（高鍋Ｊｒ） 林裕一郎（ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟJr）

田中秀和（鳳凰高） 池元駿也（ｴｱﾎﾟｰﾄＴＣ） 成合陶平（延岡ﾛｲﾔﾙ） 西田浩輝（ＳＴＡ）

松元拓人（鳳凰高） 清水陽一（ﾐﾘｵﾝJr） 大竹英次（ｼｰｶﾞｲｱTC） 伊藤孝史郎（延岡ﾛｲﾔﾙ）

竹山竜也（鳳凰高） 荒木啓太（延岡ﾛｲﾔﾙ） 永易恭之介（ｼｰｶﾞｲｱTC）染矢和隆（延岡ﾛｲﾔﾙ）

Ｕ１８女子シングルス Ｕ１６女子シングルス Ｕ１４女子シングルス Ｕ１２女子シングルス

横山奈美（宮崎商高） 荒木史織（ﾌｧｲﾅﾙＴＣ） 平原しおり（ＮＪＴ） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

福島朱莉（宮崎商高） 塚本　温（鳳凰高） 中村真由美（長嶺Ｊｒ） 隈元えりか（NJT）

藤川　翠（佐賀ｸﾞﾘｰﾝ） 鐘ヶ江恵（大原ｸﾗﾌﾞ） 齊藤杏奈（白銀坂Jr） 染矢志帆子（延岡ﾛｲﾔﾙ）

古川絵里（鳳凰高） 藤川　遙（佐賀ｸﾞﾘｰﾝ） 松野記子（松野Jr） 林のどか（長嶺TC）

Ｕ１８女子ダブルス Ｕ１６女子ダブルス Ｕ１４女子ダブルス Ｕ１２女子ダブルス

福島朱莉（宮崎商高） 境　有紀（ｴｽﾀ諏訪野） 豊田知代（延岡ﾛｲﾔﾙ） 内田晴子（長嶺TC）

横山奈美（宮崎商高） 塚本　温（鳳凰高） 大塚加奈子（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）林のどか（長嶺TC）

今枝奈々子（別府鶴見丘高荒木史織（ﾌｧｲﾅﾙＴＣ） 安藤瑠璃（白銀坂Jr） 渡部李香（小林中TC）

東上法子（別府鶴見丘高） 大原かのこ（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）福留莉子（白銀坂Jr） 甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

２００５　ＤＵＮＬＯＰ　ＣＵＰ　全国選抜ジュニアテニス選手権
兼ワールドジュニアテニス２００５宮崎県予選大会

（２００５九州選抜ジュニアダブルス選手権宮崎県予選大会）

期　日 ２００４年１１月２７日（土）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

種　目 U１２女子ダブルス

優  勝
準優勝

3位
準優勝

5位
３位

甲斐優季（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ）

6位
×

渡部李香（小林中TC）

4位 山口遥香（小林中ＴＣ）

高元菜緒（小林中ＴＣ）

優　勝

7位
４位

8位
×

種　目 U１４女子ダブルス

優　勝
優  勝

竹山あおい（高崎中）

準優勝 宮野瑞己（ｼｰｶﾞｲｱＴＣ）

陣内咲代子（高崎中）

6位 山元明日香（高崎中）

3位
準優勝

山口夏穂（小林中ＴＣ）

4位 中嶋　優（小林中ＴＣ）

平成１７年度九州ジュニアテニスサーキット宮崎大会

7位
４位

池田理恵（高崎中）

8位 黒原亜矢（高崎中）

5位
３位

期　日 ２００４年１２月１１日（土）～１２月１２日（日）

会　場 宮崎県総合運動公園テニスコート（宮崎市）

種　目 Ｕ１０男子シングルス

優　勝 千綿　蒔（延岡ﾛｲﾔﾙ）

準優勝 近藤雄亮（ﾌｧｲﾅﾙJr）

ﾍﾞｽﾄ4 黒木尭宏（ﾘｻﾞｰﾌﾞJr）

〃 渡部理久（小林中Jr）

種　目

優　勝

準優勝

種　目 Ｕ１０女子シングルス

優　勝 宮原未穂希（ｲﾝﾌｨﾆﾃｨJr

準優勝 迫田真菜（ﾐﾘｵﾝJr）

ﾍﾞｽﾄ4 稲田くるみ（延岡ﾛｲﾔﾙ）

〃 黒木絢子（ﾐﾘｵﾝJr）

種　目

優　勝

準優勝


