
u－１4男子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ

1
1 高橋 9 田島

1 高橋 12 林

4 岩本 12 林

1 高橋 13 隠田

5 石井 13 隠田

8 西田 13 隠田

8 西田 15 内田

u－１4男子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

高橋 一希 (西部:北九州ウエスト) 小村 林 林 裕一郎 (宮崎:伊敷台中)

井上 雷都 (西部:神森中) 染矢 西田 西田 浩輝 (宮崎:ＳＴＡ)

小村 拓也 (宮崎:延岡ロイヤル) 小村 林 小田原 敦志 (北部:門司ＬＴＣ)

染矢 和隆 (宮崎:延岡ロイヤル) 染矢 西田 南里 直 (北部:ブライトＴＣ)

竹田 祐二 (鹿児島:フジジュニア) 上甲 岩本 岩本 桂 (西部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr)

恒吉 祐成 (鹿児島:フジジュニア) 河下 隠田 隠田 圭典 (西部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr)

上甲 修平 (北部:長嶺ＴＣ) 井上 敬博 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC)

河下 祐輝 (北部:RKKルーデンス) 高橋 翼 (鹿児島:イワキリJr)

ｕ－１4女子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
12

1 松永 9 馬場

1 松永 12 緒方

4 梶谷 12 緒方

1 松永 12 緒方

5 吉元 14 大森

5 吉元 16 円本

7 高木 16 円本

ｕ－１4女子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

吉元 美咲 (北部:テニスＤＩＶＯ) 吉元 円本 相良 麻帆 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)

松永 さやこ (北部:九州国際ＴＣ) 松永 梶谷 松尾 彩美 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)

鮫島 千里 (鹿児島:フジジュニア) 吉元 円本 円本 彩也香 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ)

隈元 えりか (鹿児島:ＮＪＴ) 松永 梶谷 梶谷 桜舞 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ)

甲斐 優季 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 定兼 松元 渡辺 夕貴 (北部:ホテル海の中道)

渡部 李香 (宮崎:小林中) 吉村 浮辺 石山 遥 (北部:ホテル海の中道)

定兼 由佳 (西部:九州国際ＴＣ) 松元 彩良 (鹿児島:大原クラブ)

吉村 実名子 (西部:九州国際ＴＣ) 浮辺 千秋 (鹿児島:知覧ﾃﾆｽの森)

２　０　０　７ 　九州ジュニアサーキット 　マ　ス　タ　ー　ズ　大　会
宮崎県総合運動公園テニスコート

2007/1/3～5

F

1 高橋 一希 (西部:北九州ウエスト)
高橋

田島 義大 (西部:ＴＣ) 9
63,75

2 伊藤 孝史郎 (宮崎:延岡ロイヤル)
63,61 60,61

日暮 潮 (鹿児島:hirai･t･s) 10

3 渡辺 仁史 (北部:テニスＤＩＶＯ)
61,63 62,60

井上 雷都 (北部:神森中) 11

4 岩本 桂 (西部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr)
75,61 62,62

林 裕一郎 (宮崎:伊敷台中) 12

5 石井 智久 (鹿児島:シーガイアJr)
63,61 26,76

(4)75 隠田 圭典 (西部:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr) 13

6 永富 康太郎 (北部:ＬＯＢ･ＴＡ)
64,46,63 62,63

伊東 直哉 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 14

7 上甲 修平 (鹿児島:長嶺ＴＣ)
64,64 62,60

内田 浩史 (北部:ＢＥＫＩＴＴ) 15

8 西田 浩輝 (宮崎:ＳＴＡ)
63,64 36,64,75

井上 敬博 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 16

Ｆ ＳＦ

小村

1 2
染矢

5 5
61,75

2
63,75

2 5
63,75

6

2

7 7

4
63,67
(4)63

63,76(7)

8

3 4
64,62 62,61

F

1 松永 さやこ (北部:九州国際ＴＣ)
緒方

67(4)､64,63
馬場 早莉 (鹿児島:ＡＴＡ) 9

2 隈元 えりか (鹿児島:ＮＪＴ)
61,61 63,61

甲斐 優季 (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 10

3 鮫島 千里 (宮崎:フジＪｒ)
75,61 63,64

松元 彩良 (鹿児島:大原クラブ) 11

4 梶谷 桜舞 (北部:ＬＯＢ･ＴＡ)
63,61 63,64

緒方 葉台子 (西部:ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州) 12

5 吉元 美咲 (鹿児島:テニスＤＩＶＯ)
60,64 60,60

吉住 真希 (北部:ＴＴＡ･ＴＳ) 13

6 佐藤 愛里 (西部:ビーキット)
62,61 61,62

大森 詩織 (西部:ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州) 14

7 高木 朝香 (北部:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)
64,62 61,63

福留 夏美 (宮崎:リザーブJr) 15

8 渡部 李香 (宮崎:小林中)
63,26,63 64,62

円本 彩也香 (西部:ＬＯＢ･ＴＡ) 16

Ｆ ＳＦ

吉元

1 1
松永

6 5
63,63

2
62,60

1 6
62,60

6

1

8 7

4
46,63,62 61,62

8

3 4
60,62 64,62


