
第２４回九州ジュニアテニスサーキット順位結果(男子）
№ 10才以下　男子シングルス12才以下　男子シングルス14才以下　男子シングルス16才以下　男子シングルス18才以下　男子シングルス

１位 鄧 正希 チームミリオン 矢野 雅巳 ｲﾜｷﾘＪｒ 高橋 翼 ｲﾜｷﾘＪｒ 平川 開治 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 賀川 雄太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

２位 染矢 和仁 延岡ﾛｲﾔﾙJr 東 侑磨 STA 伊藤 孝史郎 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 西田 浩輝 ＡＴＡ 前田 義明 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

３位 中嶋 大介 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 森脇 亮太 Rinda Jr　　 池之上 理宇 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 上甲 修平 ＲＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽ 竹村 大志 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

４位 谷川 佑希 新富TC 萬福 健太郎 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 田中 皓大 WATCｼﾞｭﾆｱ 坂口 雄大 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 中村 優臣 都城泉ヶ丘高校

５位 植村 遊太 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 曽木 翔太 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ. 内田 浩史 BEKITT 弓削 貴嗣 大宮高校

６位 川路 廉 Ｔｅａｍ　S-1 小原 尚晃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ 鮫島 昴 志學館高等部 芝原 勝利 鹿屋ｼﾞｭﾆｱ

７位 米田 伊織 STA 永田 和大 チームミリオン 川俣 俊太郎 チームミリオン 藤崎 祐貴 大宮高校

８位 米田 雄登 STA 内田 翔 チームミリオン 姫田 晃 日向学院中 北村 真理人 日向学院高校

12才以下　男子ダブルス 14才以下　男子ダブルス 16才以下　男子ダブルス 18才以下　男子ダブルス

米田 伊織 STA 永田 和大 チームミリオン 坂口 雄大 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 前田 義明 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

米田 雄登 STA 内田 翔 チームミリオン 平川 開治 鳳凰ｸﾗﾌﾞ 賀川 雄太 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

植村 遊太 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 高橋 翼 ｲﾜｷﾘＪｒ 岡崎 光軌 熊本学園大付属高 佐藤 賢郎 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

森脇 亮太 Rinda Jr　　 染矢 和隆 延岡ﾛｲﾔﾙJr 上甲 修平 ＲＫＫﾙｰﾃﾞﾝｽ 竹村 大志 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

東 侑磨 STA 曽木 翔太 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ. 前田 将志 ﾁｰﾑ村雲 甲斐 亮平 都城泉ヶ丘高校

牧田 昴也 松野ｼﾞｭﾆｱ 田中 皓大 WATCｼﾞｭﾆｱ 小村 尚弘 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 中村 優臣 都城泉ヶ丘高校

吉田 龍司 STA 伊藤 孝史郎 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 小村 拓也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 石堂 勇真 鳳凰ｸﾗﾌﾞ

内田 大喜 STA 池之上 理宇 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 西ノ村 尚也 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 谷村 ｼﾞｮｼｭｱ 鳳凰ｸﾗﾌﾞ
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２位

３位

４位



第２４回九州ジュニアテニスサーキット順位結果(女子）
10才以下　女子シングルス12才以下　女子シングルス14才以下　女子シングルス16才以下　女子シングルス18才以下　女子シングルス

１位 石原 みなみ Ｔｅａｍ　Ｓ－１ 福永 雛乃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ． 鮫島 千里 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ 松尾 楓 IDS 中村 真由美 ﾙｰﾃﾙ学院高校

２位 寺田 愛実 飛江田Jr 松下 陽菜子 清武Ｊｒ． 森脇 美貴 Rinda Jr 渡部 李香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 菅 唐子 佐土原高校

３位 仮屋 萌々子 STA 高元 里奈 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井上 愛咲子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 吉元 美咲 ﾃﾆｽDIVO 當山 多喜子 鹿屋ｼﾞｭﾆｱ

４位 藤本 海月 延岡ﾛｲﾔﾙJr 鳥越 まゆ 清武Ｊｒ． 吉永 汐里 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 福留 夏美 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 松田 望里 宮崎南

５位 新坂 なつき 日南ＴＣジュニア 伊東 詩織 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 相良 麻帆 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 上野 優香 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC 中島 愛子 STA

６位 甲斐 未央 飛江田Jr 芦浦 里奈 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 羽生 愛美 ＡＴＡ 堂込 あかね 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC 河野 早希 日向学院高校

７位 前原 舞乃 ｼｰｶﾞｲｱＪｒ 山口 遥香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大野 月七 ﾙﾈｻﾝｽJr 内田 晴子 熊本庭球塾 林　 奈緒 宮崎南

８位 工藤 理沙 熊本庭球塾 英 凪紗 STA 陣内 かな絵 ﾁｰﾑ村雲 中嶋 優 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 土橋 春香 宮崎南

12才以下　女子ダブルス 14才以下　女子ダブルス 16才以下　女子ダブルス 18才以下　女子ダブルス

福永 雛乃 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝＪｒ． 井上 愛咲子 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 上野 優香 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC 松田 望里 宮崎南

英 凪紗 STA 相良 麻帆 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝＨＪＣ 堂込 あかね 白銀坂ｼﾞｭﾆｱTC 川越 友莉 宮崎南

松下 陽菜子 清武Ｊｒ． 羽生 愛美 ＡＴＡ 井上 小波 清武Ｊｒ． 隈本 あゆみ 都城泉ヶ丘高校

鳥越 まゆ 清武Ｊｒ． 上別府 里穂 白銀坂Ｊｒ 鬼塚 友紀 清武Ｊｒ． 緒方 沙樹 都城泉ヶ丘高校

山口 遥香 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 川畑 蛍 KAZE 重山 奈穂 ﾁｰﾑ村雲 牧　 沙織 宮崎南

高元 里奈 小林Jr.ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 恒吉 春花 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ 黒原 亜耶 ﾁｰﾑ村雲 土橋 春香 宮崎南

寺田 真子 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 上吹越 有希 ﾌｼﾞｼﾞｭﾆｱ 下徳 真夢 ｲﾜｷﾘＪｒ 佐々木 愛 都城泉ヶ丘高校

芦浦 里奈 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 牧田 奈凡 松野ｼﾞｭﾆｱ 富永 里穂 ｲﾜｷﾘＪｒ 横山 優美 都城泉ヶ丘高校
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