
u－１６男子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ

5
1 大塚 9 成松

1 大塚 12 池田

4 大塚 12 池田

5 前田 12 池田

5 前田 14 安藤

5 前田 16 平川

8 成富 16 平川

u－１6男子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

近藤 翔英 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 近藤 前田 安藤 穣 (北部:吉田TS)

前田 浩司 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 前田 平川 矢野 雄祐 (北部:吉田TS)

川久保 純 (西部:鹿町ＴＣ) 近藤 前田 前田 義明 (鹿児島:鳳凰クラブ)

杉本 憲太 (西部:鹿町ＴＣ) 前田 平川 平川 開治 (鹿児島:長嶺ＴＣ)

大塚 拳之助 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 大塚 成富 成富 友哉 (西部:佐賀ＧＴＣ)

石野 祐希 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 石野 百武 百武 龍馬 (西部:東部中学ＴＣ)

大山 雄大 (北部:柳川高校ｸﾗﾌﾞ) 大塚 翔平 (宮崎:鳳凰クラブ)

緒方 健大郎 (北部:筑後北中) 佐藤 賢郎 (宮崎:鳳凰クラブ)

ｕ－１6女子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
16

1 斎藤 9 前田

4 菅村 12 大塚

4 菅村 12 大塚

5 大原 16 長谷川

5 大原 13 阿部

5 大原 16 長谷川

8 平原 16 長谷川

ｕ－１6女子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

平原 しおり (鹿児島:ＡＴＡ) 平原 賀川 重山 奈穂 (宮崎:チーム村雲)

斎藤 杏奈 (鹿児島:エルグ) 斎藤 鐘江 中嶋 優 (宮崎:ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ)

恒吉 里奈 (宮崎:シーガイアJｒ) 平原 大原 賀川 志保 (北部:吉田ＴＳ)

田村 美咲 (宮崎:シーガイアJr) 斎藤 長谷川 鐘江 真央 (北部:吉田ＴＳ)

柏田 彩圭 (宮崎:長嶺ＴＣ) 柏田 大原 門口 日向子 (鹿児島:エアポートTC)

菅村 恵里香 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 菅村 長谷川 高橋 宏佳 (鹿児島:エアポートTC)

安藤 瑠璃 (鹿児島:帖佐ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 大原 かのこ (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)

福留 莉子 (鹿児島:帖佐ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 長谷川 茉美 (宮崎:長嶺ＴＣ)
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長谷川

(宮崎:長嶺TC) 16

Ｆ ＳＦ

(西部:吉田ＴＳ) 15

8 平原 しおり (鹿児島:ＡＴＡ)
64,63 60,62

長谷川 茉美

(宮崎:チーム村雲) 14

7 柏田 彩圭 (西部:長嶺ＴＣ)
75,57,63 61,61

牛尾 友理香

(北部:Ｉ･Ｓ･Ｐ) 13

6 賀川 志保 (北部:吉田TS）
76(4)64 63,62

竹山 葵

(鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 12

5 大原 かのこ (宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)
57,63,62 63,63

阿部 真麻

(西部:ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ九州) 11

4 菅村 恵里香 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)
64,75 61,61

大塚 加奈子

(北部:九州国際TC) 10

3 鐘江 真央 (西部:吉田ＴＳ)
61,46,62 67(6)

75,60 緒方 禮紗

61,60 62,60
中津 文2 佐藤 楓 (北部:Ｉ･Ｓ･Ｐ)

前田 清枝 (鹿児島:ｽﾀｰﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 9
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1 斎藤 杏奈 (鹿児島:エルグ)
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(鹿児島:長嶺ＴＣ) 16

Ｆ ＳＦ

(宮崎:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 15

8 成富 友哉 (西部:佐賀ＧＴＣ)
W.O 62,64

平川 開治

(西部:吉田ＴＳ) 14

7 西ノ村 裕太 (宮崎:ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ)
60,61 61,63

前田 浩司

(北部:柳川高校ｸﾗﾌﾞ) 13

6 矢野 雄祐 (北部:吉田ＴＳ)
60,63 46,61,62

安藤 穣

(西部:太閤ＴＣ) 12

5 前田 義明 (鹿児島:鳳凰クラブ)
46,64,63 64,62

大山 雄大

(鹿児島:イワキリJr) 11

4 大塚 翔平 (鹿児島:鳳凰クラブ)
64,62 64,36,64

池田 慎一

(北部:柳川高校ｸﾗﾌﾞ) 10

3 百武 龍馬 (西部:東部中学ＴＣ)
61,61 61,76(4)

石堂 勇真

9
60,63

2 尾形 祐輔 (北部:ＴＴＡ･ＴＳ)
62,62 61,63

鈴木 翔

前田
成松 貴大 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)1 大塚 拳之助 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)

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
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