
第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U10男子シングルス １２月９日（日）　生目の杜運動公園 '９：００

決勝リーグ

A 氏　 名 所　属

1 染矢 和仁 延岡ﾛｲﾔﾙJr

2 中嶋 大介 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

3 鄧 正希 チームミリオン

4 谷川 佑希 新富TC

U12男子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 '１０：００

A 氏　 名 所　属 G 氏　 名 所　属

1 矢野 雅巳 ｲﾜｷﾘＪｒ 20 高橋 翔 ｲﾜｷﾘＪｒ

2 加藤 暢晃 延岡ﾛｲﾔﾙJr 21 小野 ゆうじ チームミリオン

3 安楽　 亮介 日南ＴＣジュニア 22 井上 竜一 飛江田Jr

4 押川 綾汰 新富TC

④

Ｂ 氏　 名 所　属 H 氏　 名 所　属

5 米田 伊織 STA 23 東 侑磨 STA

6 高垣 遼也 リザーブＪｒ 24 新坂　 祐人 日南ＴＣジュニア

7 宮本 和貴 飛江田Jr 25 本田 貴大 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

⑦

Ｃ 氏　 名 所　属 I 氏　 名 所　属

8 阿久井　 佑哉 串木野ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ 26 牧田 昴也 松野ｼﾞｭﾆｱ

9 陣内 洋柾 ﾁｰﾑ村雲 27 吉田 将大 延岡ﾛｲﾔﾙJr

10 西村 大誠 ｲﾜｷﾘＪｒ 28 川越　 絢恭 日南ＴＣジュニア

Ｄ 氏　 名 所　属 J 氏　 名 所　属

11 森脇 亮太 Rinda Jr　　 29 吉田 龍司 STA

12 内田 大喜 STA 30 中村 友洋 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

13 北岩 寛大 延岡ﾛｲﾔﾙJr 31 植村 遊太 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

②

Ｅ 氏　 名 所　属 Ｋ 氏　 名 所　属

14 米田 雄登 STA 32 萬福 健太郎 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

15 大村 将 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 33 甲斐 博貴 延岡ﾛｲﾔﾙJr

16 坂本　 龍一郎 日南ＴＣジュニア 34 松元 駿 ﾁｰﾑ村雲

35 瀬戸 高史 新富TC

F 氏　 名 所　属

17 川路 廉 Ｔｅａｍ　S-1

18 尾崎 雄介 延岡ﾛｲﾔﾙJr

19 坂口 遼河 飛江田Jr

U12男子ダブルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １４：００

A 氏 名 所属 SF/F
東 侑磨 STA
牧田 昴也 松野ｼﾞｭﾆｱ

坂口 遼河 飛江田Jr
宮本 和貴 飛江田Jr
陣内 洋柾 ﾁｰﾑ村雲
松元 駿 ﾁｰﾑ村雲
吉田 龍司 STA
内田 大喜 STA

B 氏 名 所属 （３位決定戦）
植村 遊太 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

森脇 亮太 Rinda Jr　　

本田 貴大 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ
大村 将 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ
安楽 亮介 日南ＴＣジュニア

高橋 翔 　　　イワキリ

米田 伊織 STA
米田 雄登 STA

順位勝率

勝率 順位

順位

勝率 順位

新坂　

勝率

勝敗

順位勝敗 勝率

本田 勝率

北岩

押川 勝敗安楽　 高橋 小野 井上 勝敗 順位

東

順位

順位

尾崎 坂口 勝率 順位勝敗

坂本　 勝敗

川路

阿久井

米田 大村

陣内

森脇 内田 勝率

勝率 順位

順位勝率勝敗

宮本高垣

萬福 甲斐

勝敗 勝率

西村 川越　 勝敗

勝敗 植村

吉田 勝率 順位

吉田 中村

牧田

勝敗松元 瀬戸

A1

B2

勝敗染矢 中嶋 鄧 谷川

矢野

米田

加藤

8

7

6

勝敗 勝率 順位

5

植村 森脇 本田 大村 安楽 高橋 米田 米田

4

3

2

勝敗 勝率 順位

1

東 牧田 坂口 宮本 陣内 松元 吉田 内田

A2

B1



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U14男子シングルス １２月８日（土）　生目の杜運動公園 ９：００

① ⑤

A 氏　 名 所　属 K 氏　 名 所　属

1 染矢 和隆 延岡ﾛｲﾔﾙJr 32 永田 和大 チームミリオン

2 日高 雄大 宮崎第一中学校 33 吉弘 幸平 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

3 杉山 滋 日南ＴＣジュニア 34 中村 晃基 日向学院中

4 堀本 衛 日向学院中

B 氏　 名 所　属 L 氏　 名 所　属

5 東 俊樹 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 35 上奥 良 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ

6 黒木 真理也 ｲﾜｷﾘＪｒ 36 岡本 健吾 チームミリオン

7 黒田 亮太 延岡ﾛｲﾔﾙJr 37 千綿 蒔 ｻﾝﾀﾊｳｽ

C 氏　 名 所　属 M 氏　 名 所　属

8 深川 敬弘 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ 38 岡本 遼介 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ

9 堂園 健人 リザーブＪｒ 39 川越 玲恭 日南ＴＣジュニア

10 小原 尚晃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ 40 留野 僚也 リザーブＪｒ

D 氏　 名 所　属 N 氏　 名 所　属

11 五條 量寿 ﾁｰﾑ村雲 41 池之上 理宇 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

12 田中 皓大 WATCｼﾞｭﾆｱ 42 奥松 勇貴 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

13 高須 俊 チームミリオン 43 北島 裕紀 ATA

E 氏　 名 所　属 O 氏　 名 所　属

14 芝原 勝太 鹿屋ｼﾞｭﾆｱ 44 林田 誠 ATA

15 吉田 凌樹 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 45 松田 将斉 延岡ﾛｲﾔﾙJr

16 川　添 浩太郎 日南ＴＣジュニア 46 大村 健 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

③

F 氏　 名 所　属 P 氏　 名 所　属

17 曽木 翔太 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ. 47 内田 翔 チームミリオン

18 井口 仁平 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 48 永友 淳 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

19 矢野 晃敏 日向学院中 49 麻生 健太 リザーブＪｒ

G 氏　 名 所　属 Q 氏　 名 所　属

20 田中 亮太 WATCｼﾞｭﾆｱ 50 重山 裕紀 ﾁｰﾑ村雲

21 新名 和也 延岡ﾛｲﾔﾙJr 51 黒木 大地 ﾙﾈｻﾝｽＪｒ

22 陣内 優 リザーブＪｒ 52 南里 健太 チームミリオン

H 氏　 名 所　属 R 氏　 名 所　属

23 増田 春乃介 ﾁｰﾑ村雲 53 西川 康 TSｸﾗﾌﾞﾊｳｽJr.

24 永易 龍太郎 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 54 渡部 理久 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

25 園田 展之 Team　S-1 55 吉田 光 日向学院中

②

I 氏　 名 所　属 S 氏　 名 所　属

26 近藤 雄亮 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 56 高橋 翼 ｲﾜｷﾘＪｒ

27 金丸 大夢 清武Ｊｒ． 57 河野 貴大 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

28 日高 英世 チームミリオン 58 中嶋 千将 ﾁｰﾑ村雲

⑥ 59 上野 健吾 沖縄ＴＥ

J 氏　 名 所　属

29 伊藤 孝史郎 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

30 山之内　 大空 宮崎西高付属中

31 原口 祐一 ｲﾜｷﾘＪｒ

順位

勝率

勝率矢野

勝率

順位勝敗

勝敗

深川 堂園

黒田

小原

堀本日高 杉山染矢

東 黒木

勝敗

田中 新名 陣内 勝敗

曽木 井口

順位勝敗 勝率

勝率

勝敗 勝率

勝敗五條 田中 高須

芝原 吉田 川　添 順位

勝率 順位増田 永易 園田 勝敗

近藤 金丸 日高

伊藤 山之内 原口 勝率 順位

順位

順位

順位

順位

勝敗 勝率

永田

河野

勝敗

高橋

勝敗 勝率吉弘 中村

勝率 順位上奥 岡本 千綿 勝敗

勝率 順位岡本 川越 留野 勝敗

池之上 奥松 北島 勝敗 勝率 順位

勝率 順位林田 松田 大村 勝敗

内田 永友 麻生 勝敗 勝率 順位

勝率 順位重山 黒木 南里 勝敗

西川 渡部 吉田 勝敗 勝率 順位

中嶋 勝敗上野

勝率 順位

順位勝率



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U14男子ダブルス １２月８日（土）　生目の杜運動公園 １３：００

A 氏 名 所属

伊藤 孝史郎 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

池之上 理宇 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

南里 健太 チームミリオン

岡本 健吾 チームミリオン

井口 仁平 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

吉弘 幸平 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

奥野 紘章 日向学院中

石坂 太一 日向学院中

B 氏 名 所属

岡本 遼介 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ

小原 尚晃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ

陣内 優 リザーブＪｒ

留野 僚也 リザーブＪｒ

五條 量寿 ﾁｰﾑ村雲

中嶋 千将 ﾁｰﾑ村雲

C 氏 名 所属

高橋 翼 ｲﾜｷﾘＪｒ

染矢 和隆 延岡ﾛｲﾔﾙJr

渡部 理久 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

黒木 真理也 ｲﾜｷﾘＪｒ

深川 敬弘 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ

上奥 良 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ

D 氏 名 所属

曽木 翔太 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ.

田中 皓大 WATCｼﾞｭﾆｱ

永易 龍太郎 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

吉田 凌樹 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

川添 浩太郎 日南ＴＣジュニア

日高 雄大 宮崎第一中学校

E 氏 名 所属

永田 和大 チームミリオン

内田 翔 チームミリオン （３位決定戦）

別府 龍之介 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

矢野 雅也 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

麻生 健太 リザーブＪｒ

堂園 健人 リザーブＪｒ

緒方 純一郎 日向学院中

篠原 大毅 日向学院中

伊藤 池之上 南里 岡本

5

岡本 小原 陣内

6

7

3

4

勝率吉弘 奥野 勝敗井口

順位川添 日高 勝敗 勝率曽木 田中 永易 吉田

順位高橋 染矢 渡部 黒木 深川 上奥 勝敗 勝率

順位石坂

2

勝敗 勝率 順位矢野 麻生 堂園 緒方永田 内田 別府

15

14

16

留野 中嶋

12

13

8

9

10

五條 勝敗

11

17

篠原

1

勝率 順位



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U16男子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 ９：００

①

A 氏　 名 所　属 K 氏　 名 所　属

1 内田 浩史 BEKITT 31 小村 拓也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

2 甲斐 健大 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 32 手島 佑輔 飛江田Jr

3 平川 敦樹 ﾁｰﾑ村雲 33 鮫島 昴 志學館高等部

4 渡邊 匠 日向学院中

B 氏　 名 所　属 L 氏　 名 所　属

4 西川 健 TSｸﾗﾌﾞﾊｳｽJr. 34 斎藤 直樹 重富ｸﾗﾌﾞ

5 大衛 雄斗 宮崎第一中学校 35 中村 拓真 チームミリオン

6 矢野 竜太郎 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 36 緒方 圭資 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

C 氏　 名 所　属 M 氏　 名 所　属

7 平 浩太朗 志學館高等部 37 前原 元 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 西 諒也 清武Ｊｒ． 38 川崎 徳仁 ﾁｰﾑ村雲

9 榎本 章吾 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 39 岡本 英志 日向学院中

③

D 氏　 名 所　属 N 氏　 名 所　属

10 西田 浩輝 ＡＴＡ 40 坂口 雄大 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

11 長友 盛志郎 飛江田Jr 41 久保田 誠人 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

12 前田 雄飛 日向学院中 42 岡崎 光軌 熊本学園大付属高

E 氏　 名 所　属 O 氏　 名 所　属

13 田口 将伍 ｻﾝﾀﾊｳｽ 43 熊倉　 周作 大分Jｒ.

14 山元 翔馬 ﾁｰﾑ村雲 44 稲森 広治 宮崎第一中学校

15 鮫島 浩希 西陵中 45 前田 将志 ﾁｰﾑ村雲

④

F 氏　 名 所　属 P 氏　 名 所　属

16 姫田　 晃 日向学院中 46 川俣 俊太郎 チームミリオン

17 川俣 仁 清武Ｊｒ． 47 迫間 崇弘 ﾁｰﾑ村雲

18 石黒 和紀 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 48 松下 風太 清武Ｊｒ．

G 氏　 名 所　属 Q 氏　 名 所　属

19 西ノ村 尚也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 49 内田 菜大 チームミリオン

20 吉弘 哲也 日向学院中 50 藤崎 一起 飛江田Jr

21 佐藤 宏太 ｻﾝﾀﾊｳｽ 51 井上 裕亮 清武Ｊｒ．

H 氏　 名 所　属 R 氏　 名 所　属

22 川野 健太 熊本庭球塾 52 平川 開治 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

23 池田 圭吾 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 53 黒木 直 宮崎第一中学校

24 飯干 藍任 清武Ｊｒ． 54 松本 崇志 日向学院中

②

I 氏　 名 所　属 S 氏　 名 所　属

25 佐伯 勇輔 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ 55 小村 尚弘 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

26 岡本 裕佐 日向学院中 56 濱崎 信乃介 飛江田Jr

27 日野 剛志 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 57 廣瀬 展樹 清武Ｊｒ．

58 橋本 涼 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

J 氏　 名 所　属

28 上甲 修平 ＲＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽ

29 猪野 翔太 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

30 山田 侑典 清武Ｊｒ．

勝率

勝率 順位

勝率 順位内田

勝率 順位

勝率 順位猪野 山田 勝敗

順位

順位

順位

勝敗

上甲

順位岡本 日野 勝敗 勝率佐伯

川野 池田 飯干 勝敗 勝率

吉弘 佐藤 勝敗

姫田　 川俣 石黒 勝敗

西ノ村

勝率

勝率

勝敗

渡邊内田 甲斐 平川

西川 大衛

勝率

順位矢野

田口 山元 勝敗 勝率

平 順位西 榎本

勝率勝敗

順位

順位長友

鮫島

西田 勝敗前田

斎藤

前原 川崎

勝敗 勝率 順位中村 緒方

岡本 勝敗 勝率 順位

坂口 久保田 岡崎 勝敗

勝率 順位

勝率 順位

熊倉　 稲森 前田 勝敗

勝率 順位川俣 迫間 松下 勝敗

藤崎 井上 勝敗

勝率平川 黒木 松本 勝敗 順位

勝敗橋本小村 濱崎 廣瀬

小村 手島 鮫島 勝敗 勝率 順位



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U16男子ダブルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １４：００

A 氏 名 所　属
坂口 雄大 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

平川 開治 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

藤崎 一起 飛江田Jr

手島 佑輔 飛江田Jr

前田 新 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

石黒 和紀 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

池田 圭吾 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

甲斐 健大 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

B 氏 名 所属
田口 将伍 ｻﾝﾀﾊｳｽ

佐藤 宏太 ｻﾝﾀﾊｳｽ

迫間 崇弘 ﾁｰﾑ村雲

平川 敦樹 ﾁｰﾑ村雲

黒岩 真成 日向学院中

三巻 拓矢 日向学院中

C 氏 名 所属
小村 拓也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

西ノ村 尚也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

稲森 広治 宮崎第一中学校

大衛 雄斗 宮崎第一中学校

松下 風太 清武Ｊｒ．

井上 裕亮 清武Ｊｒ．

D 氏 名 所属
熊倉　 周作 大分Jｒ.

内田 浩史 BEKITT

佐野 将史 日向学院中

伊与田 智樹 日向学院中

田村 隆樹 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

飯干 藍任 清武Ｊｒ．

E 氏 名 所属
前田 将志 ﾁｰﾑ村雲

小村 尚弘 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

岡本 英志 日向学院中

吉弘 哲也 日向学院中

平 浩太朗 志學館高等部

鮫島 昴 志學館高等部

F 氏 名 所属
内田 菜大 チームミリオン

川俣 俊太郎 チームミリオン

長友 盛志郎 飛江田Jr

濱崎 信乃介 飛江田Jr

川崎 徳仁 ﾁｰﾑ村雲

山元 翔馬 ﾁｰﾑ村雲

G 氏 名 所属
岡崎 光軌 熊本学園大付属高 （３位決定戦）
上甲 修平 ＲＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽ

西 諒也 清武Ｊｒ．

山田 侑典 清武Ｊｒ．

黒木 直 宮崎第一中学校

山成 康洋 宮崎第一中学校

順位

22

21

20

岡崎 上甲 西 山田 黒木 山成 勝敗 勝率

19

18

順位

17

内田 川俣 長友 濱崎 川崎 山元 勝敗 勝率

16

15

順位

14

前田 小村 岡本 吉弘 平 鮫島 勝敗 勝率

13

12

順位

11

熊倉　 内田 佐野 伊与田 田村 飯干 勝敗 勝率

10

9

順位

8

小村 西ノ村 稲森 大衛 松下 井上 勝敗 勝率

7

6

順位

5

田口 佐藤 迫間 平川 黒岩 三巻 勝敗 勝率

前田 石黒

1

坂口 平川 藤崎 手島

2

3

4

池田 順位勝率甲斐 勝敗



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U18男子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 ９：００

A 氏　 名 所　属 G 氏　 名 所　属

1 賀川 雄太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 19 池元 駿也 日向学院高校

2 黒木 駿 日章学園高校 20 大久保 貴博 都城泉ヶ丘高校

3 金川 陽佑 日向学院高校 21 佐藤 賢郎 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

B 氏　 名 所　属 H 氏　 名 所　属

4 芝原 勝利 鹿屋ｼﾞｭﾆｱ 22 弓削 貴嗣 大宮高校

5 山田 一磨 日向学院高校 23 日高 啓佑 日向学院高校

6 富永 祥 都城工業高校 24 石堂 勇真 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

C 氏　 名 所　属 I 氏　 名 所　属

7 大塚 翔平 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 25 北村 真理人 日向学院高校

8 田沢 省吾 日向学院高校 26 黒木 賢太郎 日章学園

9 甲斐 亮平 都城泉ヶ丘高校 27 折田 航 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

D 氏　 名 所　属 J 氏　 名 所　属

10 藤崎 祐貴 大宮高校 28 姫田　 一磨 大宮高校

11 喜多 省太郎 日向学院高校 29 前田 翔 都城泉ヶ丘高校

12 谷村 ｼﾞｮｼｭｱ 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 30 堀ノ内 新 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

E 氏　 名 所　属 K 氏　 名 所　属

13 西ノ村 祐太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 31 前田 義明 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

14 重久 大地 日向学院高校 32 末次 笙悟 大宮高校

15 中村 優臣 都城泉ヶ丘高校 33 神中 智博 日向学院高校

F 氏　 名 所　属

16 竹村 大志 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

17 黒木 省伍 日章学園

18 大塚 章太郎 日向学院高校

大塚 田沢

芝原 山田

賀川 黒木 勝率 順位 池元 大久保金川 勝敗 佐藤 勝敗 勝率 順位

石堂 勝敗富永 勝敗 勝率 順位 勝率 順位弓削 日高

折田 勝敗 勝率 順位甲斐 勝敗 勝率 順位 北村 黒木 

藤崎 喜多 谷村 勝敗 勝率 順位 姫田　 前田 堀ノ内 勝敗 勝率 順位

神中 勝敗西ノ村 重久 中村 勝敗 勝率 順位 勝率 順位前田 末次

勝率 順位竹村 黒木 大塚 勝敗



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U18男子ダブルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １４：００

A 氏 名 所　属

前田 義明 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

賀川 雄太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

黒木 賢太郎 日章学園

黒木 省伍 日章学園

富永 祥 都城工業高校

西 優作 都城工業高校

山田 一磨 日向学院高校

神中 智博 日向学院高校

B 氏 名 所属

北村 真理人 日向学院高校

喜多 省太郎 日向学院高校

堀ノ内 新 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

折田 航 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

弓削 貴嗣 大宮高校

藤崎 祐貴 大宮高校

C 氏 名 所属

西ノ村 祐太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

大塚 翔平 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

重久 大地 日向学院高校

金川 陽佑 日向学院高校

甲斐 亮平 都城泉ヶ丘高校

中村 優臣 都城泉ヶ丘高校

D 氏 名 所属

石堂 勇真 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

谷村 ｼﾞｮｼｭｱ 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

末次 笙悟 大宮高校

姫田　 一磨 大宮高校

大塚 章太郎 日向学院高校

日高 啓佑 日向学院高校

E 氏 名 所　属

池元 駿也 日向学院高校

田沢 省吾 日向学院高校 （３位決定戦）

河野 健志郎 日章学園

吉野 優輔 日章学園

大久保 貴博 都城泉ヶ丘高校

前田 翔 都城泉ヶ丘高校

佐藤 賢郎 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

竹村 大志 鳳凰ｸﾗﾌﾞ
17

16

15

14

池元 田沢 河野 吉野

順位

大久保 前田 佐藤 竹村 勝敗 勝率 順位

4

3

2

勝率 順位

1

前田 賀川 黒木 神中黒木 富永 西

13

12

11

石堂 谷村 末次 姫田　 大塚 日高 勝敗 勝率

9

金川 順位甲斐 中村 勝敗 勝率大塚 重久

6

北村 喜多 堀ノ内 折田 弓削 藤崎 勝敗 勝率 順位

勝敗山田

10

7

8

5

西ノ村



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U10女子シングルス １２月８日（土）　生目の杜運動公園 １２：００

A 氏　 名 所　属 B 氏　 名 所　属

1 仮屋 萌々子 STA 5 工藤 理沙 熊本庭球塾

2 新坂 なつき 日南ＴＣジュニア 6 寺田 愛実 飛江田Jr

3 甲斐 未央 飛江田Jr 7 前原 舞乃 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

4 石原 みなみ Ｔｅａｍ　Ｓ－１ 8 藤本 海月 延岡ﾛｲﾔﾙJr

U12女子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １２：００

A 氏　 名 所　属 E 氏　 名 所　属

1 福永 雛乃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ． 13 猪野 ひなた ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

2 前原 茉彩 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 14 松田 明与 延岡ﾛｲﾔﾙJr

3 野口 智可 飛江田Jr 15 高元 里奈 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

B 氏　 名 所　属 F 氏　 名 所　属

4 山口 遥香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 16 芦浦 里奈 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

5 黒木 和佳 ﾙﾈｻﾝｽＪｒ 17 井上 華奈 飛江田Jr

6 奥松 由梨 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 18 吉村 真夕 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

C 氏　 名 所　属 G 氏　 名 所　属

7 寺田 真子 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 19 南里 綾香 チームミリオン

8 鳥越 まゆ 清武Ｊｒ． 20 松下 陽菜子 清武Ｊｒ．

9 中村 祐羽 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 21 福島 瑛実 リザーブＪｒ

D 氏　 名 所　属 H 氏　 名 所　属

10 伊東 詩織 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 22 英 凪紗 STA

11 寺田 夏実 飛江田Jr 23 竹之内 咲紀 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

12 済陽 優花 チームミリオン 24 冨吉 香帆 ﾁｰﾑ村雲

U12女子ダブルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １４：００

A 氏 名 所属 SF/F

松下 陽菜子 清武Ｊｒ．

鳥越 まゆ 清武Ｊｒ．

竹之内 咲紀 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

前原 茉彩 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ

寺田 真子 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

芦浦 里奈 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

Ｂ 氏 名 所属

山口 遥香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

高元 里奈 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ （３位決定戦）

寺田 夏実 飛江田Jr

井上 華奈 飛江田Jr

福永 雛乃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ．

英 凪紗 STA

順位

英 竹之内 冨吉 勝敗 勝率 順位伊東 寺田 済陽 勝敗 勝率 順位

仮屋 新坂 甲斐 石原 勝敗 勝率勝率 順位 工藤 寺田 順位前原 藤本 勝敗

高元福永 前原 野口 勝敗 勝率 勝敗 勝率 順位順位 猪野 松田

山口 黒木 奥松 勝敗 勝率 順位 芦浦 井上 吉村 勝敗 勝率 順位

勝率 順位 南里 松下寺田 鳥越 中村 勝敗 福島 勝敗 勝率 順位

6

山口 高元 寺田 井上 福永 英 勝敗 勝率

3

2

勝敗芦浦 勝率 順位

1

松下 鳥越 竹之内 前原 寺田

4

5

A1

B2

A2

B1



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U14女子シングルス １２月８日（土）　生目の杜運動公園 １０：００

A 氏　 名 所　属 H 氏　 名 所　属
1 佐久田 茜 ﾋｰﾛｰＴＳ 23 牧田 奈凡 松野ｼﾞｭﾆｱ

2 中村 綾菜 日向学院中 24 赤星 佳奈 日向学院中

3 甲斐 未紗子 ｲﾜｷﾘＪｒ 25 済陽 彩花 ﾁｰﾑミリオン

4 陣内 かな絵 ﾁｰﾑ村雲

B 氏　 名 所　属 I 氏　 名 所　属
5 南 朝香 Ｔｅａｍ　Ｓ－1 26 大野　　 月七 ﾙﾈｻﾝｽJr
6 吉永 汐里 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 27 平原 加　奈 日南ＴＣジュニア

7 平原 佳代 日南ＴＣジュニア 28 坂口 遥佳 飛江田Jr

C 氏　 名 所　属 J 氏　 名 所　属
8 恒吉 春花 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ 29 上別府　 里穂 白銀坂Ｊｒ
9 土橋 美咲 清武Ｊｒ． 30 高元 菜緒 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

10 平井 瑠璃佳 日南ＴＣジュニア 31 河野 侑佳 ｲﾜｷﾘＪｒ

D 氏　 名 所　属 K 氏　 名 所　属
11 相良 麻帆 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 32 井上 愛咲子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

12 柳田 莉沙 日向学院中 33 河野 舞 日向学院中

13 川畑　 蛍 KAZE 34 川添 智　浩 日南ＴＣジュニア

E 氏　 名 所　属 L 氏　 名 所　属
14 黒木 沙織 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 35 羽生 愛美 ＡＴＡ
15 河原 愛美 ｲﾜｷﾘＪｒ 36 岩永 由希美 清武Ｊｒ．
16 岡 鈴菜 ｴﾙｸﾞ 37 犬塚 桃子 ﾙﾈｻﾝｽJr

F 氏　 名 所　属 M 氏　 名 所　属
17 上吹越 有希 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ 38 藤崎 友佳子 ﾁｰﾑミリオン

18 猪野　 瑛里華 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 39 馬場 萌生 伊集院Ｊｸﾗﾌﾞ

19 宮田 佳奈 ﾍﾞｱｰｽﾞJr 40 梯 夏子 ﾁｰﾑ村雲

G 氏　 名 所　属 Ｎ 氏　 名 所　属
20 森脇 美貴 Rinda Jr 41 鮫島 千里 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ
21 中村 愛 日向学院中 42 日高 知美 日向学院中

22 飯干 愛梨 清武Ｊｒ． 43 吉本 友紀 ｲﾜｷﾘＪｒ
44 比江島 明日香 新富TC

U14女子ダブルス １２月８日（土）　生目の杜運動公園 １４：００

A 氏 名 所属
井上 愛咲子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

相良 麻帆 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ

河野 侑佳 ｲﾜｷﾘＪｒ
河原 愛美 ｲﾜｷﾘＪｒ
平原 加奈 日南ＴＣジュニア

平井 瑠璃佳 日南ＴＣジュニア

Ｂ 氏 名 所属
川畑　 蛍 KAZE
恒吉 春花 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ
高元 菜緒 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

當瀬 美夏 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

福山 実可子 清武Ｊｒ．
飯干 愛梨 清武Ｊｒ．

C 氏 名 所属
大野　　 月七 ﾙﾈｻﾝｽJr
宮田 佳奈 ﾍﾞｱｰｽﾞJr
梯 夏子 ﾁｰﾑ村雲
陣内 かな絵 ﾁｰﾑ村雲
上吹越 有希 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ
牧田 奈凡 松野ｼﾞｭﾆｱ

D 氏 名 所属
郡司 裕美 新富Jr （３位決定戦）
吉永 汐里 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

川添 智浩 日南ＴＣジュニア

平原 佳代 日南ＴＣジュニア

羽生 愛美 ＡＴＡ
上別府　 里穂 白銀坂Ｊｒ

比江島 順位勝率

坂口 勝敗 勝率 順位

済陽 勝敗 勝率 順位牧田 赤星佐久田 中村 甲斐 陣内 勝敗 勝率 順位

南 吉永 平原 勝敗 勝率 順位 大野　 平原

恒吉 土橋 平井 勝敗 勝率 順位 上別府 高元 河野 勝敗 勝率 順位

相良 柳田 川畑　 勝敗 勝率 順位 井上 河野 川添 勝敗 勝率 順位

黒木 河原 岡 勝敗 勝率 順位 羽生 岩永 犬塚 勝敗 勝率 順位

上吹越 猪野　 宮田 勝敗 勝率 順位 藤崎 馬場 梯 勝敗 勝率 順位

森脇 中村 飯干 勝敗 吉本 勝敗勝率 順位 鮫島 日高

11

順位

10

郡司 吉永 川添 平原 羽生 上別府　 勝敗 勝率

9

順位

7

大野　　 宮田 梯 陣内 上吹越 牧田 勝敗 勝率

6

5

順位

4

川畑　 恒吉 高元 當瀬 福山 飯干 勝敗 勝率

3

2

順位

1

平原 平井 勝敗 勝率井上 相良 河野 河原

8

12



第２４回 九州ジュニアテニスサーキット         《 宮崎ジュニアトーナメント 宮崎県総合運動公園/生目の杜運動公園  2007/12/8.9.15 》  

U16女子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １２：００

A 氏　 名 所　属 D 氏　 名 所　属

1 松尾 楓 IDS 11 染矢 志帆子 延岡ﾛｲﾔﾙJr

2 富永 里穂 ｲﾜｷﾘＪｒ 12 安藤 瞳 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

3 井上 小波 清武Ｊｒ． 13 内田 晴子 熊本庭球塾

4 池田 理佐 ﾁｰﾑ村雲

B 氏　 名 所　属 E 氏　 名 所　属
5 中嶋 優香 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 14 福留 夏美 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

6 吉元 美咲 ﾃﾆｽDIVO 15 黒原 亜耶 ﾁｰﾑ村雲
7 西 沙綾 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 16 堂込 あかね 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC

C 氏　 名 所　属 Ｆ 氏　 名 所　属
8 大野 詩歩 ﾙﾈｻﾝｽJr 17 渡部 李香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

9 上野 優香 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC 18 徳永 郁子 日向学院中

10 重山 奈穂 ﾁｰﾑ村雲 19 下徳 真夢 ｲﾜｷﾘＪｒ

U16女子ダブルス １２月９日（日）　県総合運動公園 １１：００

決勝リーグ
A 氏 名 所　属

重山 奈穂 ﾁｰﾑ村雲
黒原 亜耶 ﾁｰﾑ村雲
下徳 真夢 ｲﾜｷﾘＪｒ
富永 里穂 ｲﾜｷﾘＪｒ
井上 小波 清武Ｊｒ．
鬼塚 友紀 清武Ｊｒ．
上野 優香 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC

堂込 あかね 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC

U18女子シングルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １２：００

A 氏　 名 所　属 C 氏　 名 所　属
1 管 唐子 佐土原高校 7 松田 望里 宮崎南
2 中森 千皓 宮崎南 8 山元 明日香 ﾁｰﾑ村雲
3 中島 愛子 STA 9 林　 奈緒 宮崎南

B 氏　 名 所　属 D 氏　 名 所　属
4 當山 多喜子 鹿屋ｼﾞｭﾆｱ 10 中村 真由美 ﾙｰﾃﾙ学院高校

5 土橋 春香 宮崎南 11 田淵 菜々 宮崎南
6 中村 菜々美 日向学院高校 12 河野 早希 日向学院高校

U18女子ダブルス １２月８日（土）　県総合運動公園 １４：００

A 氏 名 所　属 SF/F
隈江 静香 宮崎南
大野 利花 宮崎南
隈本 あゆみ 都城泉ヶ丘高校

緒方 沙樹 都城泉ヶ丘高校

河野 早希 日向学院高校

中村 菜々美 日向学院高校

松田 望里 宮崎南
川越 友莉 宮崎南

B 氏 名 所属
山元 明日香 ﾁｰﾑ村雲
池田 理恵 ﾁｰﾑ村雲 （３位決定戦）
佐々木 愛 都城泉ヶ丘高校

横山 優美 都城泉ヶ丘高校

牧　 沙織 宮崎南
土橋 春香 宮崎南

内田 勝敗 順位

堂込黒原 勝敗

勝率

中嶋 吉元 西 勝敗 勝率 順位順位 福留勝率

大野 上野 重山 勝敗 勝率 順位 順位渡部 徳永 下徳 勝敗 勝率

松尾 富永 井上 池田 勝敗 勝率 順位 染矢

松田 山元管 中森 中島 勝敗 林　 勝敗 勝率 順位

當山 土橋 中村 勝敗 勝率 順位 中村 田淵 河野 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

4

3

2

井上 鬼塚

1

重山 黒原 下徳 富永 順位勝敗 勝率上野 堂込

7

6

順位

5

牧　 土橋 勝敗 勝率山元 池田 佐々木 横山

4

3

2

順位

1

勝敗 勝率隈江 大野 隈本 緒方 松田 川越河野 中村

A1

B2

A2

B1

安藤


