
u－１2男子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
16

1 白水 10 賀川

1 白水 12 西野

4 上甲 12 西野

1 白水 16 中川

5 田中 13 宮本

8 坂本 16 中川

8 坂本 16 中川

u－１2男子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

白水 真澄 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ) 白水 近藤 上甲 耀大 (鹿児島:長嶺ＴＣ)

廣岡 亮輝 (西部:ファーストTC) 廣岡 千綿 鎌田 健史 (鹿児島:長嶺ＴＣ)

東 侑磨 (宮崎:ＳＴＡ) 白水 近藤 近藤 雄亮 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)

牧田 昴也 (宮崎:松野ジュニア) 廣岡 千綿 千綿 蒔 (宮崎:延岡ロイヤル)

田中 亮大 (鹿児島:WATCｼﾞｭﾆｱ) 矢野 坂本 松下 亮佑 (北部:26T-Style)

岡本 遼介 (鹿児島:フジジュニア) 賀川 島添 西田 亮太 (北部:26T-Style)

矢野 修将 (北部:吉田ＴＳ) 坂本 遥一郎 (西部:油山ＴＣ)

賀川 拓也 (北部:吉田ＴＳ) 島添 陸 (西部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC)

ｕ－１2女子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
1

1 江代 9 岩下

1 江代 12 円本

4 大野 12 円本

1 江代 16 園田

5 宮原 13 金田

8 伊藤 16 園田

8 伊藤 16 園田

ｕ－１2女子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

円本 彩央里 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ) 円本 金田 金田 朱莉 (鹿児島:松野Ｊｒ)

園田 彩乃 (西部:Ｉ･Ｓ･Ｐ) 園田 牧田 牧田 奈凡 (鹿児島:松野Ｊｒ)

高山 奈津実 (北部:春日西ＴＣ) 円本 川口 宮原 未穂希 (北部:ＩＤＳ)

的場 涼夏 (北部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC) 園田 江代 河原 未佳 (北部:ＴＴＡ･ＴＳ)

恒吉 春花 (鹿児島:フジジュニア) 恒吉 川口 大野 月七 (宮崎:ルネサンスJr)

川畑 蛍 (鹿児島:ＫＡＺＥ) 川畑 江代 宮田 佳奈 (宮崎:ベア－ズJr)

江籠 美桜 (宮崎:チャットTC) 川口 桃佳 (西部:佐世保ＬＴＣ)

川畑 このみ (宮崎:ＴＳＳ Jr) 江代 純菜 (西部:佐世保ＬＴＣ)
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円本
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(西部:Ｉ･Ｓ･Ｐ) 16

Ｆ ＳＦ

(宮崎:ＴＳＳ Jr) 15

8 伊藤 百合香 (北部:九州国際ＴＣ)
62,60 60,60

園田 彩乃

(北部:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ) 14

7 吉永 汐里 (宮崎:延岡ロイヤル)
62,64 61,64

川畑 このみ

(鹿児島:松野Ｊｒ) 13

6 川畑 蛍 (鹿児島:ＫＡＺＥ)
61,46,62 62,60

大西 亜里沙

(西部:ＬＯＢ･ＴＡ) 12

5 宮原 未穂希 (西部:ＩＤＳ)
60,60 62,60

金田 朱莉

(鹿児島:ダンロップJr) 11

4 大野 月七 (宮崎:ルネサンスJr)
63,62 61,62

円本 彩央里

(宮崎:チャットTC) 10

3 恒吉 春花 (鹿児島:フジジュニア)
61,60 63,62

福永 雛乃

61,60 60,61
江籠 美桜2 河原 未佳 (北部:ＴＴＡ･ＴＳ)

岩下 美穂 (北部:筑紫野ＬＴＣ) 9

F

1 江代 純菜 (西部:佐世保ＬＴＣ)
江代

60,26,60
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(西部:ＴＴＡ･ＴＳ) 16

Ｆ ＳＦ

(鹿児島:ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ) 15

8 坂本 遥一郎 (北部:油山ＴＣ)
60,62 61,60

中川 直樹

(宮崎:Rinda.Jr) 14

7 岡本 遼介 (宮崎:フジジュニア)
62,62 61,61

林田 誠

(北部:筑紫野ＬＴＣ) 13

6 笛木 理津也 (西部:ビーキット)
46,64,64 75,64

森脇 亮太

(西部:佐世保ＬＴＣ) 12

5 田中 亮大 (鹿児島:WATCｼﾞｭﾆｱ)
46,76
(4)62

61,60
宮本 航輔

(鹿児島:長嶺ＴＣ) 11

4 上甲 耀大 (鹿児島:長嶺ＴＣ)
63,36,61 63,76(4)

西野 拓郎

(北部:吉田ＴＳ) 10

3 佐藤 一輝 (北部:ＴＴＡ･ＴＳ)
60,62 62,57,63

中島 弘陽

9
61,62

2 矢野 雅己 (宮崎:イワキリJr)
61,61 76(3)67

(3)76(2
)

賀川 拓也

中川
近藤 雄亮 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)1 白水 真澄 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ)
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