
第22回全国小学生　九州地域予選
≪男子シングルス≫ ≪女子シングルス≫
ドローNo 氏 名 学校名 所属 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 ドローNo 氏 名 学校名 所属 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日

1 山口 颯也 (長・精道三川台小5） (長・精道三川台小） ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾔ 1993/4/27 1 大坪 慧美 (長・相浦西小6） (長・SNTC） ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄﾐ 1994/1/14

2 寺田 和矢 (沖･潮平小6) (沖・沖縄ＴＴＣ） ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 1993/11/9 2 松元 彩良 (鹿・西陵小6） (鹿・ＴＳＳ　Ｊｒ） ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ 1993/9/21

3 坂口 豪 (福・開小6） (福･柳川ｳｨｽﾃﾘｱJr) ｻｶｸﾞﾁ ｺﾞｳ 1993/9/28 3 吉住 真希 (福・城南小6） (福・TTA　TS） ﾖｼｽﾞﾐ ﾏｷ 1994/2/25

4 小村 拓也 (宮・旭小6） (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC） ｺﾑﾗ ﾀｸﾔ 1993/12/21 4 下地 麻奈 (沖･識名小6) (沖･沖縄TTC) ｼﾓｼﾞ ﾏﾈ 1994/3/18

5 白水 真澄 (福・水城小4） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾛｳｽﾞ ﾏｽﾐ 1995/6/21 5 甲斐 優季 (宮・大宮小6） (宮・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） ｶｲ ﾕｳｷ 1993/8/19

6 岩本 桂 （佐・基里小６） (佐・ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC) ｲﾜﾓﾄ ｹｲ 1993/5/18 6 玉城 さくら (沖・小禄南小6） (沖・沖縄TTC) ﾀﾏｷ ｻｸﾗ 1993/5/10

7 河下 祐輝 (熊･帯山西小6) （熊・RＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽTC) ｶﾜｼﾀ ﾕｳｷ 1993/5/25 7 首藤 美珠妃 (大･明野北小6) (大･Ｏ．ＴＣ) ｼｭﾄｳ ﾐｽﾞｷ 1993/5/15

8 池田 智博 (佐・久里小6） (佐・太閤TC） ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1993/4/25 8 廣田 真帆 (佐・神野小6） (佐・佐賀GTC） ﾋﾛﾀ ﾏﾎ 1993/9/18

9 尊田 海司 (福・国分小6） (福・筑紫野LTC） ｿﾝﾀﾞ ｶｲｼﾞ 1993/7/26 9 梶谷 桜舞 (大・大分大附小6） (大・LOB.TA） ｶｼﾞﾀﾆ ﾛﾌﾞ 1994/1/27

10 野田 哲平 (長・高尾小5） (長・ﾄﾚﾃﾞｨｱTC) ﾉﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 1994/8/24 10 井上 七海 (福・大宰府西小6） (福･筑紫野LTC) ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 1993/8/30

11 志風 友規 (鹿･明和小5) (鹿・ｴﾙｸﾞ) ｼｶｾﾞ ﾕｳｷ 1994/10/28 11 円本 彩央里 (大・賀来小5) (大・大分Jr） ｴﾝﾓﾄ ｻｵﾘ 1995/1/1

12 青山 悠希 (長・御館山小6） (長・スガTS） ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 1993/10/4 12 城﨑 綾花 (福・水城小6） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾞｮｳｻﾞｷ ｱﾔｶ 1993/11/1

13 芝原 勝太 (鹿･野里小6) (鹿・鹿屋ＪｒＴＣ） ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 1994/3/8 13 川野 桃華 (大･大分大附小6) (大･LOB．TA) ｶﾜﾉ ﾓﾓｶ 1993/8/8

14 玉城 翔平 (沖・小禄南小4） (沖･沖縄TTC) ﾀﾏｷ ｼｮｳﾍｲ 1995/4/22 14 塚本 佳菜 (福・雙葉小6） (福・春日西TC） ﾂｶﾓﾄ ｶﾅ 1993/10/16

15 永富 康太郎 (大・大平山小6） (大・LOB.TA） ﾅｶﾞﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ 1993/11/17 15 江代 純菜 (長･相浦西小4) (長･佐世保LTC) ｴｼﾛ ｽﾐﾅ 1996/2/23

16 小田原 敦志 (福・守恒小6） (福・門司LTC） ｵﾀﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 1993/6/9 16 宮地 真知香 (福・海青小6） (福・門司LTC） ﾐﾔｼﾞ ﾏﾁｶ 1993/6/19

17 佐伯 直政 (大・大分大附小６） (大・LOB.TA） ｻｲｷ ﾅｵﾏｻ 1993/5/26 17 山田 純礼 (福・合川小6） (福･筑紫野LTC) ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 1993/9/18

18 伊藤 孝史郎 (宮・延岡小6） (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC） ｲﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 1994/2/25 18 高木 朝香 (熊･西原小5) (熊・RKKﾙｰﾃﾞﾝｽＴＣ） ﾀｶｷ ｱｻｶ 1994/11/4

19 大塚 陽平 (熊･湯出小5) (熊・長嶺ＴＣ） ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 1994/5/27 19 浮辺 千秋 (鹿・知覧小6） (鹿・知覧ﾃﾆｽの森） ｳｷﾍﾞ ﾁｱｷ 1993/9/2

20 白水 涼佑 (福・水城小6） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾛｳｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 1993/4/29 20 田崎 莉那 (熊･麦島小5) (熊・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ Jr） ﾀｻｷ ﾘﾅ 1994/5/10

21 佐藤 祐太 (福･須恵第一小6) (福･九州国際TC) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 1993/5/26 21 山田 里佳 (長･長崎大附小6) (長･ﾄﾚﾃﾞｨｱTC) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 1993/7/20

22 成松 智希 (熊･西原小5) （熊・RＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽTC) ﾅﾘﾏﾂ ﾄﾓｷ 1994/4/18 22 馬場 早莉 (鹿･池田小5) (鹿･ｴﾙｸﾞ) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾘ 1994/6/10

23 内田 浩史 (大・境川小6） (大・B.J） ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 1993/4/18 23 佐伯 実美 (大・大分大附小4） (大・ＬＯＢ．ＴＡ) ｻｲｷ ﾐﾐ 1995/7/10

24 高橋 一希 (福・高須小6） (福・北九州ｳｴｽﾄ） ﾀｶﾊｼ ｲｯｷ 1993/10/10 24 松永 さやこ (福・大川小6） (福・九州国際TC） ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾔｺ 1993/7/7

25 新垣 世良 (沖･沢岻小6) (沖･沖縄TTC) ｱﾗｶｷ ｾｲﾗ 1993/11/10 25 寺園 さくら (福・大野南小6） (福･筑紫野LTC) ﾃﾗｿﾞﾉ ｻｸﾗ 1993/6/15

26 古賀 大輝 (鹿･東谷山小5) (鹿･知覧テニスの森) ｺｶﾞ ﾀﾞｲｷ 1994/8/11 26 岩崎 真美 (長･小佐世保小6) (長･SNTC) ｲﾜｻｷ ﾏﾐ 1993/4/23

27 南里 直 (福・宇美小6） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ﾅﾝﾘ ｽﾅｵ 1993/5/20 27 松尾 楓 (佐・佐賀大附小6） (佐・I．D．S） ﾏﾂｵ ｶｴﾃﾞ 1993/10/20

28 重山 裕紀 (宮･梅北小6) (宮･ﾁｰﾑ村雲) ｼｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 1994/2/22 28 山下 真輝 (福・日の出小6） (福･筑紫野LTC) ﾔﾏｼﾀ ﾏｷ 1993/4/10

29 佐々木 優作 (福・御幸小6） (福・愛日園TC） ｻｻｷ ﾕｳｻｸ 1993/9/23 29 井上 愛咲子 (宮･広瀬小6) (宮・ｼｰｶﾞｲｱTC） ｲﾉｳｴ ｱｻｺ 1994/2/26

30 田島 義大 (長・長崎大附小6） (長･ﾄﾚﾃﾞｨｱTC) ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 1993/11/16 30 佐藤 愛里 (大･大平山小6) (大･樹の里ＴＣ) ｻﾄｳ ｱｲﾘ 1993/11/8

31 野口 涼 (大・大分大附小6） (大・大分Jr） ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳ 1993/10/30 31 大田黒 秋奈 (熊・日吉東小6） (熊・RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC） ｵｵﾀｸﾞﾛ ｱｷﾅ 1993/9/11

32 徳田 倫太郎 (佐・赤松小6） (佐・佐賀GTC） ﾄｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 1993/10/26 32 谷口 遥 (福・大谷小6） (福・TiBi はるか） ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 1993/12/26



≪男子ダブルス≫
ドローNo 氏 名 学校名 所属 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日
1 小田原 敦志 (福・守恒小6） (福・門司LTC） ｵﾀﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 1993/6/9
1 南里 直 (福･宇美小6) (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ﾅﾝﾘ ｽﾅｵ 1993/5/20
2 佐藤 宏太 (宮・岡富小6） (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC） ｻﾄｳ ｺｳﾀ 1993/4/17
2 染矢 和隆 (宮･延岡西小5) (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC) ｿﾒﾔ ｶｽﾞﾀｶ 1994/10/26

3 内田 浩史 (大・境川小6） (大・B・J） ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 1993/4/18
3 野口 涼 (大・大分大附小6） (大・大分Jr） ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳ 1993/10/30

4 田島 義大 (長･長崎大附小6) (長・ﾄﾚﾃﾞｨｱTC） ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 1993/11/16

4 野田 哲平 (長・高尾小5） (長・ﾄﾚﾃﾞｨｱTC） ﾉﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 1994/8/24
5 池田 智博 (佐・久里小6） (佐・太閤TC） ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1993/4/25
5 吉開 健太 (佐・大志小6） (佐・太閤TC） ﾖｼｶｲ ｹﾝﾀ 1994/3/30
6 河下 祐輝 (熊･帯山西小6) (熊･RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC) ｶﾜｼﾀ ﾕｳｷ 1993/5/25
6 木下 浩樹 (熊･若葉小6) (熊･RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC) ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 1994/1/8
7 新垣 世良 (沖･沢岻小6) (沖･沖縄TTC) ｱﾗｶｷ ｾｲﾗ 1993/11/10

7 寺田 和矢 (沖･ 潮平小6) (沖･沖縄TTC) ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 1993/11/9
8 小村 拓也 (宮・旭小6） (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC） ｺﾑﾗ ﾀｸﾔ 1993/12/21

8 伊藤 孝史郎 (宮・延岡小6） (宮・延岡ﾛｲﾔﾙTC） ｲﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 1994/2/25
9 鮫島 隼人 (長･長崎大附小6) (長・ﾄﾚﾃﾞｨｱTC） ｻﾒｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 1993/8/4
9 平井 尚輝 (長･長崎大附小6) (長･ﾄﾚﾃﾞｨｱTC) ﾋﾗｲ ﾅｵｷ 1993/8/13
10 大塚 陽平 (熊･湯出小5) (熊･長嶺TC) ｵｵﾂｶ ﾖｳﾍｲ 1994/5/27
10 成松 智希 (熊･西原小5) (熊・RKKルーデンスTC) ﾅﾘﾏﾂ ﾄﾓｷ 1994/4/18
11 齊藤 直紀 (鹿･重富小6) (鹿・白銀坂JrTC） ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 1993/7/16
11 北村 翔太 (鹿･加治木小6) (鹿・白銀坂JrTC） ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 1993/9/10
12 徳田 倫太郎 (佐・赤松小6） (佐・佐賀GTC） ﾄｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 1993/10/26

12 諸隈 裕亮 (佐・佐賀大附小5） (佐・佐賀GTC) ﾓﾛｸﾏ ﾕｳｽｹ 1994/6/6
13 白水 涼佑 (福・水城小6） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾛｳｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 1993/4/29
13 白水 真澄 (福・水城小4） (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾛｳｽﾞ ﾏｽﾐ 1995/6/21
14 志風 友規 (鹿･明和小5) (鹿･ｴﾙｸﾞ) ｼｶｾﾞ ﾕｳｷ 1994/10/28

14 芝原 勝太 (鹿･野里小6) (鹿･鹿屋Jr) ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 1994/3/8
15 玉城 翔平 (沖・小禄南小4） (沖･沖縄TTC) ﾀﾏｷ ｼｮｳﾍｲ 1995/4/22
15 友寄 慎之介 (沖･琉球大附小5) (沖･宜野湾市ｽﾎﾟｰﾂ少年団) ﾄﾓﾖｾ ｼﾝﾉｽｹ 1994/4/15
16 佐伯 直政 (大・大分大附小６） (大･LOB．TA) ｻｲｷ ﾅｵﾏｻ 1993/5/26
16 永富 康太郎 (大・大平山小6） (大・LOB.TA） ﾅｶﾞﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ 1993/11/17

≪男子ダブルス横並び≫
ドローNo 氏 名 学校名 ドローNo 氏 名

1 小田原 敦志 (福・守恒小6） 1 南里 直
2 佐藤 宏太 (宮・岡富小6） 2 染矢 和隆
3 内田 浩史 (大・境川小6） 3 野口 涼
4 田島 義大 (長･長崎大附小6) 4 野田 哲平
5 池田 智博 (佐・久里小6） 5 吉開 健太
6 河下 祐輝 (熊･帯山西小6) 6 木下 浩樹
7 新垣 世良 (沖･沢岻小6) 7 寺田 和矢
8 小村 拓也 (宮・旭小6） 8 伊藤 孝史郎
9 鮫島 隼人 (長･長崎大附小6) 9 平井 尚輝

10 大塚 陽平 (熊･湯出小5) 10 成松 智希
11 齊藤 直紀 (鹿･重富小6) 11 北村 翔太
12 徳田 倫太郎 (佐・赤松小6） 12 諸隈 裕亮
13 白水 涼佑 (福・水城小6） 13 白水 真澄
14 志風 友規 (鹿･明和小5) 14 芝原 勝太
15 玉城 翔平 (沖・小禄南小4） 15 友寄 慎之介
16 佐伯 直政 (大・大分大附小６） 16 永富 康太郎



≪女子ダブルス≫
ドローNo 氏 名 学校名 所属 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日

1 寺園 さくら (福･大野南小6) (福・筑紫野LTC） ﾃﾗｿﾞﾉ ｻｸﾗ 1993/6/15

1 山田 純礼 (福･合川小6) (福・筑紫野LTC） ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ 1993/9/18

2 西 沙綾 (宮・広瀬小6） (宮・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） ﾆｼ ｻｱﾔ 1993/4/4

2 井上 愛咲子 (宮･広瀬小6) (宮･ｼｰｶﾞｲｱTC) ｲﾉｳｴ ｱｻｺ 1994/2/26

3 玉城 さくら (沖･小禄南小6) (沖・沖縄TTC) ﾀﾏｷ ｻｸﾗ 1993/5/10

3 下地 麻奈 (沖･識名小6) （沖・沖縄ＴＴＣ） ｼﾓｼﾞ ﾏﾅ 1994/3/18

4 甲斐 優季 (宮・大宮小6） (宮・ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ） ｶｲ ﾕｳｷ 1993/8/19

4 福留 夏美 (宮・加納小6） (宮･ｼｰｶﾞｲｱTC) ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅﾂﾐ 1993/8/18

5 松元 彩良 (鹿･西陵小6) (鹿・TSS Jr） ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ 1993/9/21

5 鮫島 千里 (鹿･池田小6) (鹿・フジJr） ｻﾒｼﾏ ﾁｻﾄ 1994/3/29

6 川久保 恵理 (長･鹿町小5) (長･鹿町JrTC) ｶﾜｸﾎﾞ ｴﾘ 1994/4/8

6 江代 純菜 (長･相浦西小4) (長･佐世保LTC) ｴｼﾛ ｽﾐﾅ 1996/2/23

7 田崎 莉那 (熊･麦島小5) (熊・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽJr) ﾀｻｷ ﾘﾅ 1994/5/10

7 高木 朝香 (熊･西原小5) (熊・RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC） ﾀｶｷ ｱｻｶ 1994/11/4

8 廣田 真帆 (佐・神野小6） (佐・佐賀GTC） ﾋﾛﾀ ﾏﾎ 1993/9/18

8 大石 花菜 (佐･西唐津小6) (佐・ｲﾝﾌｨﾆﾃｨJr） ｵｵｲｼ ｶﾅ 1993/4/7

9 牧 知里 (大･明野北小6) (大・LOB.TA) ﾏｷ ﾁｻﾄ 1994/2/25

9 山下 智代 (大･判田小5) (大・LOB.TA) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 1995/10/5

10 塚本 佳菜 (福･福岡雙葉小6) (福・春日西TC） ﾂｶﾓﾄ ｶﾅ 1993/10/16

10 城崎 綾花 (福･水城小6) (福・ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ） ｼﾞｮｳｻﾞｷ ｱﾔｶ 1993/11/1

11 平田 詩乃 (沖･小禄南小5) (沖･沖縄TTC) ﾋﾗﾀ ｼﾉ 1994/6/18

11 友寄 恵理佳 (沖･大本小4) ﾄﾓﾖｾ ｴﾘｶ 1995/11/9

12 佐藤 愛里 (大･大平山小6) (大･樹の里TC) ｻﾄｳ ｱｲﾘ 1993/11/8

12 円本 彩央里 (大･賀来小5) (大・大分Jr） ｴﾝﾓﾄ ｻｵﾘ 1995/1/1

13 大坪 慧美 (長･相浦西小6) (長・SNTC） ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄﾐ 1994/1/14

13 岩崎 真美 (長･小佐世保小6) (長･SNTC) ｲﾜｻｷ ﾏﾐ 1993/4/23

14 山下 真輝 (福･日の出小6) (福・筑紫野LTC） ﾔﾏｼﾀ ﾏｷ 1993/4/10

14 井上 七海 (福･大宰府西小6) (福・筑紫野LTC） ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 1993/8/30

15 大田黒 秋奈 (熊･日吉東小6) (熊・RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC） ｵｵﾀｸﾞﾛ ｱｷﾅ 1993/9/11

15 小石 妃呂子 (熊･当尾小6) (熊・RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC） ｺｲｼ ﾋﾛｺ 1994/1/8

16 緒方 葉台子 (佐・佐賀大附小6） (佐・ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州） ｵｶﾞﾀ ﾊｲﾈ 1993/8/29

16 大森 詩織 (佐・鍋島小6） (佐・ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州） ｵｵﾓﾘ ｼｵﾘ 1993/8/29

≪女子ダブルス横並び≫
学校名 ドローNo 氏 名 学校名 ドローNo 氏 名 学校名

(福･宇美小6) 1 寺園 さくら (福･大野南小6) 1 山田 純礼 (福･合川小6)

(宮･延岡西小5) 2 西 沙綾 (宮・広瀬小6） 2 井上 愛咲子 (宮･広瀬小6)

(大・大分大附小6） 3 玉城 さくら (沖･小禄南小6) 3 下地 麻奈 (沖･識名小6)

(長・高尾小5） 4 甲斐 優季 (宮・大宮小6） 4 福留 夏美 (宮・加納小6）

(佐・大志小6） 5 松元 彩良 (鹿･西陵小6) 5 鮫島 千里 (鹿･池田小6)

(熊･若葉小6) 6 川久保 恵理 (長･鹿町小5) 6 江代 純菜 (長･相浦西小4)

(沖･ 潮平小6) 7 田崎 莉那 (熊･麦島小5) 7 高木 朝香 (熊･西原小5)

(宮・延岡小6） 8 廣田 真帆 (佐・神野小6） 8 大石 花菜 (佐･西唐津小6)

(長･長崎大附小6) 9 牧 知里 (大･明野北小6) 9 山下 智代 (大･判田小5)

(熊･西原小5) 10 塚本 佳菜 (福･福岡雙葉小6) 10 城崎 綾花 (福･水城小6)

(鹿･加治木小6) 11 平田 詩乃 (沖･小禄南小5) 11 友寄 恵理佳 (沖･大本小4)

(佐・佐賀大附小5） 12 佐藤 愛里 (大･大平山小6) 12 円本 彩央里 (大･賀来小5)

(福・水城小4） 13 大坪 慧美 (長･相浦西小6) 13 岩崎 真美 (長･小佐世保小6)

(鹿･野里小6) 14 山下 真輝 (福･日の出小6) 14 井上 七海 (福･大宰府西小6)

(沖･琉球大附小5) 15 大田黒 秋奈 (熊･日吉東小6) 15 小石 妃呂子 (熊･当尾小6)

(大・大平山小6） 16 緒方 葉台子 (佐・佐賀大附小6） 16 大森 詩織 (佐・鍋島小6）


