
第２７回 
南日本ジュニアテニス選手権大会２０１１

２０1１．４/４・５・６

会場　　：　宮崎県総合運動公園テニスコート
宮崎市大字熊野４４３－１２

℡0985-58-5588

参加者への連絡お願いいたします。 別紙7枚送ります。

試合方法

予選リーグは、１セットマッチノーアドバンテージ、

本戦・決勝リーグは、１セットマッチでおこないます。

セットブレーク方式を採用します。

試合順　若番より　

３人リーグ：①１－２②勝者－３③残り試合　

４人リーグ：①１－２②２－３③勝ちー勝ち④負けー負け⑤⑥残り試合

（ラウンドロビン方式で順位決定）

①勝数　②直接対決　③ゲーム取得率％：取得ゲーム数/全ゲーム数

〔問い合わせ先〕 宮崎県テニス協会　/　電話ＦＡＸ：０９８５－２１－１３２２　/　メール：mtennis@mtennis.org

〔宿泊先案内〕

②青島水光苑ホテル ℡０９８５－６５－１２３４
※予約は直接ホテルに早めにお申し込み下さい。

＊試合開始30分前迄には,受付を済ませてください.

練習コートは,8：00～本部サインアップにてご利用いただけます。
試合開始 4日（月） ５日（火） ６日（水）

9:00 予選リーグ QF～F

本戦１～２R

11:00 予選リーグ 決勝リーグ

9:00 予選リーグ SF/F

本戦１～２R

11:00 予選リーグ SF/F

10:00 予選リーグ SF/F

本戦１～２R

10:00 予選リーグ SF/F

本戦１～２R

11:00 予選リーグ SF/F

11:00 予選リーグ SF/F

12:00 予選リーグ SF/F

12:00 決勝ﾘｰｸﾞ
女 子

男 子

１８才以下

女 子

１６才以下

男 子

男 子

１２才以下

女 子

女 子

（仮ドロー）

男 子

①シーガイア予約センター　ＴＥＬ：０９８５－２１－１１１３　宮崎市山崎町浜山

大　　会　　日　　程

種目

予備日

１０才以下

１４才以下

女 子

男 子



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U10男子シングルス

1 本田　嵩稀 シーガイア

2 堀口心夢 エアポートテニスクラブ

3 末吉　鼓太朗 シーガイア

4 森脇　幸星 ＲＩＮＤＡかのや

5 藤江　斗亜 シーガイア

6 楫原　大佑 シーガイア

U10女子シングルス

1 杉田　千紘 ロケーション

2 郡　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

3 西田　有里 シーガイア

4 一政　帆海 ＭＴＦ

U12男子シングルス

1 デン　正希 チームミリオン

2 名村　有純 清武Ｊｒ

3 竹永　圭吾 日单TCジュニア

4 名越　大地 ＭＴＦ

5 楫原　晴太郎 シーガイア

6 中山　　健仁 サンタハウスJr

7 横山　彰人 ファイナルJｒ

8 藤江　建人 シーガイア

9 井之上　拓巳 CHイワキリ

10 春山　慶太 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC

11 日髙　大地 ＭＴＦ

12 寺尾　友希 延岡ロイヤルJｒ

U1２女子シングルス

1 藤本　海月 延岡ロイヤルJｒ

2 末吉　美優 OATCJｒ.

3 富濱　祥子 CHイワキリ

4 一政　絢乃 ＭＴＦ

5 前原　舞乃 シーガイア

6 甲斐　单那 延岡ロイヤルJｒ

7 島田　三紗子 ＭＴＦ

8 猪野　ひより ＭＴＦ

9 東　美月 住吉Ｊｒ

10 白谷　美佳 KTCJr

11 矢野　有紗美 CHイワキリ

12 肥田木　愛 ＭＴＦ

13 鳥越　まみ 清武Ｊｒ

横山　 藤江　 井之上 勝敗 順位

寺尾　 勝敗 勝率 順位

勝率

中山　 勝敗

名村　 竹永　

名越　

順位勝率

勝敗

A1

B2

A2

B1

勝率 順位

勝率 順位

順位

鳥越　

順位

A

D 矢野　 肥田木

C

デン　

杉田　 郡　芽

A

A

B

C

D

決勝リーグ

B

B

春山　 日髙　

楫原　

勝率

猪野　 東　美

勝率勝敗

森脇　 藤江　

本田　 堀口心 末吉　

勝率勝敗

順位楫原　 勝敗 勝率

勝率 順位

末吉　

甲斐　

西田　 勝敗

一政　 勝敗

一政　

島田　 勝敗

富濱　

白谷　 勝敗

藤本　

前原　 順位

勝率 順位



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U14男子シングルス

1 佐藤　祥次 大分Jr

2 名越　光 ＭＴＦ

3 豊国　想太 KTCJr

4 尾前　勇向 都城泉ヶ丘付属中

5 山本　澪 STA

6 瀬戸山　敬太 CHイワキリ

7 日髙  幸哉 生目台中学校

8 野添　睦輝 ロケーション

9 宮本　周作 チームミリオン

10 児玉　知樹 シーガイア

11 小泉　亮太 シーガイア

12 杉田　大輔 ロケーション

13 木本　大貴 サンタハウスJr

14 染矢　和仁 延岡ロイヤルJｒ

15 松元　亮 都城泉ヶ丘付属中

16 川﨑　浩史 生目台中学校

17 本田　貴大 シーガイア

18 山内　浩嗣 久峰中

19 本　将幸 CHイワキリ

20 堀口来夢 アリムラTA

21 本田　優 シーガイア

22 青山　晃大 生目台中学校

23 西村　大誠 CHイワキリ

24 児玉　紘幸 シーガイア

25 陣内洋柾 高崎Ｓｐｉｒｉｔｓ

26 黒木　千里 STA

27 北林亜斗夢 サンタハウスJr

28 福岡　大雅 ＭＴＦ

児玉　 勝敗 勝率 順位

順位勝率

勝率

G

野添　 宮本　

佐藤　

H

A

B

C

F

山本　

E 松元　

D

I

染矢　

名越　 豊国　 尾前　

瀬戸山 日髙 勝敗

勝敗

順位

小泉　 杉田　 木本　 勝敗 勝率 順位

本田　 山内　 本　将 勝敗 勝率 順位

勝率 順位川﨑　 勝敗

堀口来 本田　 青山　 勝敗 勝率 順位

黒木　 北林亜 勝率福岡　 勝敗

西村　 児玉　 陣内洋 勝敗 勝率 順位

順位



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U14女子シングルス

1 英　　凪紗 伊敷台中学校

2 末吉　梨夏 シーガイア

3 西元 美裕 久峰中

4 郡　風花 ライジングサンＨＪＣ

5 阿野山　碧依 ＳＴＡ

6 染谷　まり 久峰中

7 井戸川茉結 清武Jr

8 藤川　咲季 ベルデックス

9 甲斐　未央 シーガイア

10 黒木　彩香 ファイナルJｒ

11 矢﨑　真衣 ＳＴＡ

12 新坂　なつき シーガイア

13 榊　香琳 KTCJr

14 前原　茉彩 シーガイア

15 長友　望笑 久峰中

16 引地　美結 チームミリオン

17 仮屋　萌々子 ＳＴＡ

18 中尾　葵 シーガイア

19 戸高　摩美 清武Jr

20 末吉　穂乃香 OATCJｒ.

21 村田　蘭 久峰中

22 中村　夢 ファイナルJr

23 松田　明与 延岡ロイヤルJｒ

24 渡辺　空蓮 シーガイア

25 富濱　慈子 CHイワキリ

26 坂本　陽菜 シーガイア

27 長野　朱莉 久峰中

28 池田　明里 KTCJr

勝敗 勝率 順位

H 松田　 渡辺　 富濱　 勝敗 勝率 順位

I 坂本　 長野　 池田　

G 末吉　 村田　 中村　 勝敗 勝率 順位

E 前原　 長友　 引地　 勝敗 勝率 順位

順位

順位

F 仮屋　 中尾　 戸高　 勝敗 勝率

C 藤川　 甲斐　 黒木　 勝敗 勝率

D 矢﨑　 新坂　 榊　香 勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

A 英　　 末吉　 西元 

染谷　

郡　風 勝敗

B 阿野山 井戸川

勝率 順位



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U16男子シングルス

1 東　侑磨 STA

2 新坂　祐人 シーガイア

3 高橋　孝太朗 宮崎農業高校

4 川越　玲恭 日单学園高校

5 須志田　純 BREAK

6 井口　拓海 シーガイア

7 宮内　洋輔 CHイワキリ

8 東　俊樹 日向学院高校

9 新原　龍 シーガイア

10 豊國　廉太 鵬翔中

11 小林　龍之輔 シーガイア

12 山本　草太 KTCJr

13 高垣遼也 チームエリート

14 蛯原　崇公 宮崎農業高校

15 井上 良弥 久峰中

16 林田　星馬 サンタハウスJr

17 井口　仁平 シーガイア

18 高橋　翔 KTCJr

19 小川　直樹 佐土原高校

20 永友　淳 鵬翔高校

21 藻原　翔太 シーガイア

22 柏木　悠吾 CHイワキリ

23 吉弘　幸平 日向学院高校

24 本田　佑二郎 宮崎農業高校

25 小野　祐嗣 チームミリオン

26 春山　亮太 宮崎西高等学校

27 小泉　裕暉 シーガイア

28 春田　秀輝 飯野高校

29 森脇　亮太 ＲＩＮＤＡかのや

30 宮地　勝ノ進 KTCJr

31 黒木 圭太 久峰中

32 源　大樹 住吉Ｊｒ

源　大 勝敗 勝率 順位森脇　 宮地　 黒木 

勝敗 勝率 順位

J

I

F

本田　 小野　 勝敗 勝率

勝率 順位

勝敗

C

H

E

吉弘　

A

B

G

D

須志田 井口　 宮内　 勝敗 勝率 順位

東　侑 新坂　 高橋　 川越　

小林　 山本　 高垣遼 勝敗

勝率 順位

勝率 順位

東　俊 新原　 豊國　 勝敗 勝率 順位

永友　 藻原　

勝率 順位

柏木　 勝敗 順位

勝敗

蛯原　 井上 林田　 勝敗

勝率

井口　 高橋　 小川　 勝敗

春山　 小泉　 春田　



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U1６女子シングルス

1 黒木沙織 都城高専

2 黒木　和佳 シーガイア

3 福島　瑛実 ライジングサンHJC

4 本田　いちご シーガイア

5 猪野　ひなた ＭＴＦ

6 穂藤　里帆 生目台中学校

7 川崎　梨奈 シーガイア

8 末吉　萌華 シーガイア

9 河島 明加 久峰中

10 河野　侑佳 泉ヶ丘高校

1 高元　里奈 小林ジュニア

2 吉岡　萌絵 生目台中学校

3 飯干　愛梨 清武Jr

4 寺田　夏実 シーガイア

U1８女子シングルス

1 井上　愛咲子 宮崎大宮高校

2 井野内　奏子 富島高校

3 香梅　志帆 宮崎大宮高校

4 富永　里穂 都城泉ヶ丘高校

5 佐藤　詩織 宮崎大宮高校

6 佐藤　瞳 宮崎大宮高校

7 大野　詩歩 宮崎大宮高校

8 黒木　夢姫 富島高校

9 済陽　彩花 宮崎大宮高校

A

B

C

決勝リーグ

佐藤　 勝敗 勝率 順位

寺田　 勝敗

勝敗 勝率

黒木　 済陽　 勝敗

順位

A 黒木　 福島　 本田　 勝率 順位

勝率 順位

猪野　 川崎　 勝敗

勝敗

順位勝率

順位

末吉　 河野　

高元　 飯干　

黒木沙

穂藤　

河島 

C

B

C

D

A

B

勝敗 勝率

吉岡　

井野内 香梅　井上　

勝率 順位

富永　 佐藤　

勝敗

順位大野　 勝率



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U18男子シングルス 1

決勝

1 萬福 健太郎 ライジングサンHJC

2 林田　一馬 富島高校

3 鈴木　公貴 佐土原高校

4 大坪　健 日章学園高校

5 小畑　亮爾 日章学園高校

6 川瀬　直希 都城泉ヶ丘高校

7 岩元　飛夏 宮崎農業高校

8 原口　祐一 宮崎第一高校

9 谷畑　亮 日章学園高校

10 有屋田　和義 飯野高校

11 水脇　涼 日章学園高校

12 川崎　拓也 佐土原高校

13 赤木　大介 宮崎農業高校

14 麻生　健太 日向学院高校

15 山田　国貴 飯野高校

16 常盤　圭祐 都城泉ヶ丘高校

17 陣内　優 日向学院高校

18 鬼川　尚也 飯野高校

19 谷口　文耶 日章学園高校

20 下村　和輝 佐土原高校

21 森山　実伸 都城泉ヶ丘高校

22 大橋　克弥 宮崎日大高校

23 吉田　凌樹 宮崎日大高校

24 矢野　康太 日章学園高校

25 日高　雄大 宮崎第一高校

26 矢野　竜太郎 飯野高校

27 山本　祐資 宮崎農業高校

28 山内　僚 佐土原高校

29 永易　龍太郎 日章学園高校

30 窪田　圭輔 都城泉ヶ丘高校

31 井上　祐介 富島高校

順位

順位

勝率

H

I

A

B

J

G

C

D

E

F

順位

勝敗 勝率

勝率萬福 林田　 鈴木　 勝敗大坪　

小畑　 川瀬　 岩元　 順位

原口　 谷畑　 有屋田 勝敗

麻生　 山田　 常盤　 勝敗 勝率 順位

水脇　 川崎　 赤木　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位陣内　 鬼川　 谷口　 勝敗

吉田　 矢野　 日高　 勝敗 順位勝率

下村　 森山　 勝率 順位

窪田　 井上　

大橋　 勝敗

勝率矢野　 山本　 山内　 勝敗

勝敗 順位勝率永易　



单日本ジュニア2011　４月４日（月）・５日（火）・６日（水） 宮崎県総合運動公園 

U18男子シングルス 2

32 堀本　衛 日向学院高校

33 横山　翔哉 宮崎農業高校

34 河野　翔太 日章学園高校

35 池田　晃紀 日章学園高校

36 池田　卓弘 都城泉ヶ丘高校

37 橋本　涼 佐土原高校

38 柏木　涼吾 都城泉ヶ丘高校

39 田村　将大 日章学園高校

40 石黒　和紀 佐土原高校

41 西ノ村　尚也 飯野高校

42 原口　功嗣 都城泉ヶ丘高校

43 黒木　大地 富島高校

44 高橋翼 佐土原高校

45 内村　慶舟 都城泉ヶ丘高校

46 長屋　拓磨 日章学園高校

47 甲斐　健太 富島高校

48 奥松　貴祐 飯野高校

49 久保　勇斗 日章学園高校

50 荒武　祐也 宮崎日大高校

51 松原　俊亮 日章学園高校

52 前田　潔人 宮崎農業高校

53 西園　知哉 都城泉ヶ丘高校

54 榎本　章吾 佐土原高校

55 白嵜　裕也 飯野高校

56 野元　大輔 宮崎日大高校

57 図師　由介 日章学園高校

58 谷川　伸吾 宮崎農業高校

59 満山　樹 佐土原高校

白嵜　 勝敗 勝率

順位

勝率

順位

荒武　 松原　 前田　 勝敗 勝率

高橋翼 内村　 長屋　 勝敗

順位#N/A 奥松　 久保　 勝敗

原口　 黒木　 勝敗

勝率 順位

勝率 順位

S

K

N

R

P

Q

O

L

M

橋本　 勝敗池田　

順位田村　 石黒　 勝敗

順位勝率

勝敗満山　

勝率 順位河野　

勝率

勝敗

西園　 榎本　

柏木　

池田　

西ノ村

野元　 図師　 谷川　

堀本　 横山　

勝率 順位


