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U10男子シングルス 4

3位決定戦

1 宮本　卓実 シーガイア

2 中島 大和 ベルテックス

3 山本　凌大 延岡ロイヤルJｒ

4 日髙　大空 シーガイア

5 鳥井　俊作 北九州ウエストテニスクラブ

6 伊藤　大海 クリーンビレッジTC

7 大野　琢実 ドリームTS

8 工藤　徹 延岡ロイヤルJｒ

9 佐藤　壱星 シーガイア

10 川口　敦史 佐世保ＬＴＣ

11 田中　大吾 TEAM　Ｐ,s　Jr

12 久本　拓実 福岡パシフィックTA

5位決定戦

13 甲斐　一再 延岡ロイヤルJｒ

14 大岐　優斗 シーガイア

15 植田　涼太 予選リーグ・１Ｒ

16 白谷　美樹 ＫＴＣＪｒ

17 江内谷　駿平 シーガイア

18 出口　緋琉 マルヨシ商会

U10女子シングルス 3

1 杉田　千紘 ロケーション

2 堀江　菜実 ドリームTS

3 長友　愛 ファイナルJｒ

4 西　 奈瑠美 伊集院Jクラブ

5 大坪　花 福岡パシフィックTA

6 友枝　夢 油山ＴＣ

7 横松　さくら ドリームTS

8 永野　絢子 シーガイア

9 中村　姫乃 YTT,Dingles

10 野口　和佳奈 福岡パシフィックTA

決勝トーナメント 3位決定戦

5位決定戦

A 宮本　 中島 山本　 勝敗 勝率 順位

B1

C2

B2

A1

Ｂ 大坪　 友枝　

B 鳥井　 伊藤　

C

日髙　 勝敗 勝率 順位

C 大野　 工藤　 佐藤　 勝敗 勝率 順位

D 川口　 田中　 久本　 勝敗 勝率 順位

E 甲斐　 大岐　 植田　

永野　 中村　

順位勝敗 勝率

勝率 順位勝敗Ｆ 白谷　 江内谷 出口　

A 杉田　 堀江　 長友　 西　 勝敗 勝率 順位

横松　 勝敗 勝率 順位

野口　 勝敗 勝率 順位

A2

C1
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U12男子シングルス 3

1 末吉　鼓太朗 シーガイア

2 染矢　裕大 延岡ロイヤルJｒ

3 野田　成佑 大分Jr

4 前田　直輝 日南ＴＣジュニア

5 郡　葉生 ライジングサンHJC

6 立石 圭 筑紫野LTC

7 上村　真斗 ABCテニススクール

8 其田　怜 ラフ

9 本　 純也 イワキリＪｒ

10 永井　祐章 ＢＥＫＩＴＴ

11 本田　嵩稀 シーガイア

12 宮田　陸 海の中道M&T

13 帖佐　拓真 アリムラTA

14 金田　諒大 福岡パシフィックTA

15 久米　是志 延岡ロイヤルJｒ

16 前崎　航大 TEAM　Ｐ,s　Jr

17 太田　佳人 ＢＥＫＩＴＴ

18 井上　亜希斗 ラフ

19 髙妻　虎太郎 シーガイア

20 稲田　幸一郎 福岡パシフィックTA

21 藤川　航大 ドリームTS

22 戸田　智大 ライジングサンHJC

23 鈴木　蒼平 チームＯＹＭ－１９

24 柳田　尭彦 延岡ロイヤルJｒ

25 宮本　詠士 シーガイア

26 久保　晃平 ラフ

27 曽和　亜林人 海の中道M&T

28 四位　尚暉 チームミリオン

29 狩行　紀希 エアポートテニスクラブ

30 楫原　大佑 シーガイア

31 伊藤　大晟 ABCテニススクール

32 末田　悠 ブリヂストンテニスハウス久留米

33 光山　楓芽 YTT.Dingles

34 本　 剛士 イワキリＪｒ

35 稲田　康太郎 延岡ロイヤルJｒ

36 竹井 海樹徒 ＢＥＫＩＴＴ

37 川﨑　絢太 福岡パシフィックTA

38 須佐 優翔 ラフ

39 井﨑　雄一 マルヨシ商会

40 廣瀬　倫弥 ＫＴＣＪｒ

41 辻　 陽平 アリムラTA

42 岩本　将弥 延岡ロイヤルJｒ

43 合澤　彰朗 シーガイア

44 福江　晟尚 春日西ＴＣ

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

Ｍ 須佐 井﨑　 廣瀬　

K 末田　

I 久保　

J 狩行　

G 稲田　

E 金田　

F 太田　

C 其田　 本　 永井　 勝敗 勝率

A 末吉　 染矢　 野田　 勝率

順位

順位前田　 勝敗

勝敗 勝率 順位B 郡　葉 立石 上村　

勝敗Ｄ 本田　 宮田　 帖佐　 勝率 順位

前崎　 勝敗 勝率久米　 順位

井上　 髙妻　 勝敗 勝率 順位

藤川　 戸田　 勝敗 勝率 順位

勝敗

四位　 勝敗

H 鈴木　 柳田　 宮本　 勝率 順位

勝率曽和　 順位

楫原　 伊藤　 勝敗 勝率 順位

光山　 本　 勝敗 勝率 順位

Ｌ 稲田　 竹井 川﨑　 勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

Ｎ 辻　 勝敗岩本　 合澤　 福江　 勝率 順位
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U1２女子シングルス 3

1 川口　夏実 佐世保ＬＴＣ

2 一政　帆海 MTF

3 新地　菜々子 イワキリＪｒ

4 浅谷　梨子 Grail　Quest

5 郡　 芽菜 ライジングサンHJC

6 松尾　優花 福岡パシフィックTA

7 前崎　真子 TEAM　Ｐ,s　Jr

8 藤島　果音 ORION.TS

9 川野　涼花 シーガイア

10 藤永　笑子 長崎ゼロックスTC

11 山口　藍 RKKルーデンスTC

12 長友　美樹 ファイナルJｒ

13 西　 萌花 ドリームTS

14 空久保　果音 ITS九州

15 羽田野　みさき シーガイア

16 山口 倫慧綺 ＪＴＴＡ

17 元山　未優 ＮＪＴ

18 長友　美希 清武Jr

19 北原 亜依音 知覧テニスの森

20 本田　恵琉 佐世保ＬＴＣ

21 済陽　笑美花 MTF

22 宇都宮　歩優 ファーストジュニア

23 鳴海 舞依 TｅａｍKENKEN

24 隈元　友里 よだきんぼＪｒ

25 山本　未来 福岡パシフィックTA

26 岩本　真理菜 延岡ロイヤルJｒ

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

G 本田　

E 空久保

C 藤島　

Ｄ 山口　

川口　 一政　 新地　 順位浅谷　

藤永　 勝敗

A 勝敗 勝率

B 郡　 順位松尾　 前崎　 勝敗 勝率

順位川野　 勝率

西　 勝敗 勝率長友　 順位

勝敗羽田野 山口 勝率 順位

F 元山　 長友　 北原 勝敗 勝率 順位

済陽　 宇都宮 勝敗 勝率 順位

H 鳴海 隈元　 山本　 岩本　 勝敗 勝率 順位
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U12男子ダブルス 1

末吉　鼓太朗 シーガイア

本田　嵩稀 シーガイア

永井　祐章 ＢＥＫＩＴＴ

野田　成佑 大分Jr

宮田　陸 海の中道M&T

鈴木　蒼平 チームＯＹＭ－19

須佐　優翔 ラフ

井上　亜希斗 ラフ

其田　怜 ラフ

久保　晃平 ラフ

髙妻　虎太郎 シーガイア

染矢　裕大 延岡ロイヤル

帖佐　拓真 アリムラTA

狩行　紀希 エアポートテニスクラブ

光山　楓芽 YTT.Dingles

井﨑　雄一 マルヨシ商会

稲田　幸一郎 福岡パシフィックTA

金田　諒大 福岡パシフィックTA

太田　佳人 ＢＥＫＩＴＴ

竹井　海樹徒 ＢＥＫＩＴＴ

U12女子ダブルス 1

決勝

鳴海　舞依 Team　KENKEN

空久保　果音 ITS九州

中村　姫乃 YTT.Dingles

杉田　千紘 ロケーション

山口　倫慧綺 ＪＴＴＡ

北原　亜依音 知覧テニスの森

元山　未優 ＮＪＴ

浅谷　梨子 Grail　Quest

宇都宮　歩優 ファーストジュニア

藤島　果音 ORION.TS

一政　帆海 MTF

済陽　笑美花 MTF

本田　恵琉 佐世保ＬＴＣ

川口　夏実 佐世保ＬＴＣ

決勝トーナメント 3位決定戦

6

川口　 勝敗藤島　 一政　 済陽　 本田　

3

4

1

A

C 光山　 井﨑　 稲田　 金田　 太田　

7

B 其田　 久保　 髙妻　

4

宮田　 鈴木　 須佐　 井上　 勝敗A 末吉　 永井　 野田　 勝率 順位

1

2

3

染矢　 帖佐　 狩行　 勝敗 勝率 順位

5

6

竹井　 勝敗 勝率 順位

8

9

10

決勝リーグ 勝敗 勝率 順位

鳴海　 空久保 中村　 杉田　 山口　 北原　 元山　 浅谷　 勝敗 勝率 順位

2

勝率 順位

5

B 宇都宮

7

A1

B2

A2

B1

本田　
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U14女子シングルス 2

1 我那覇　真子 チャレンジ

2 元山　果南 西紫原中学校

3 東　 美月 住吉Ｊｒ

4 井上　楓子 ライジングサンHJC

5 坂元　千奈未 イワキリＪｒ

6 紫藤　優菜 ドリームTS

7 田上　慧 知覧テニスの森

8 田中　恵夢 福岡パシフィックTA

9 松田　萌 日南ＴＣジュニア

10 高橋　恵梨 ABCテニススクール

11 藤本　海月 延岡ロイヤルJｒ

12 佐藤　有優 ORION.TS

13 鳥越　まみ 清武Ｊｒ

14 島田　三紗子 MTF

15 牧田　華奈 ウエストクラブ

16 木村　寧々 ロケーション

17 小湊　理沙 枕崎海の子ﾃﾆｽｸﾗﾌ

18 甲斐　南那 延岡ロイヤルJｒ

19 東　 佑希乃 ブライトテニスセンター

20 斉藤　光羽 ライジングサンHJC

21 山口　紗耶馨 ＪＴＴＡ

22 白谷　美佳 ＫＴＣＪｒ

23 古賀　麻尋 福岡パシフィックTA

24 一政　絢乃 MTF

25 末吉　美優 STC

26 大渡　菫 西紫原中学校

27 中村　芽玖 チームミリオン

28 牟田　京実 ＳＴＡ

29 北原　樹音 知覧テニスの森

30 高松 亜実  ＲＫＫルーデンステニスクラブ

31 富濱　祥子 イワキリＪｒ

32 宮城 もも チャレンジ

33 前田　紗良 日南ＴＣジュニア

34 中島　つぐみ ベルテックス

35 坂本　陽菜 シーガイア

36 井﨑　朱香 長与小

37 諏訪原　葵 K・TENNIS

38 猪野　ひより MTF

39 桑原　有未 枕崎海の子ﾃﾆｽｸﾗﾌ

40 松葉　朋夏 アサヒ緑健久山ＴＣ

41 友枝　愛 油山ＴＣ

42 長友　美久 清武Jr

43 鞍垣　絢 福岡パシフィックTA

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

Ｍ 猪野　

K 宮城 

Ｌ 坂本　

I 大渡　

G 斉藤　

H 古賀　

E 島田　

C 田中　

Ｄ 藤本　

A 我那覇 元山　 東　 井上　 勝敗 勝率 順位

B 坂元　 紫藤　 田上　 勝敗 勝率 順位

順位松田　 高橋　 勝敗 勝率

順位佐藤　 鳥越　 勝敗 勝率

順位牧田　 木村　 勝敗 勝率

F 小湊　 甲斐　 東　 勝敗 勝率 順位

順位山口　 白谷　 勝敗 勝率

順位一政　 末吉　 勝敗 勝率

順位中村　 牟田　 勝敗 勝率

J 北原　 高松 富濱　 勝敗 勝率 順位

順位前田　 中島　 勝敗 勝率

順位

順位井﨑　 諏訪原 勝敗 勝率

桑原　 松葉　 勝敗 勝率

Ｎ 友枝　 長友　 鞍垣　 勝敗 勝率 順位
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U14男子シングルス 3

1 春山　慶太 ライジングサンHJC

2 立作　奎人 福岡パシフィックTA

3 前川　政太郎 ABCテニススクール

4 徳丸　凌大 シーガイア

5 田口　涼太郎 マルヨシ商会

6 上別府　尚弘 チームミリオン

7 由地　英徳 ＢＲＥＡＫ

8 落石　倫 ドリームＴＳ

9 上村　光平 イワキリＪｒ

10 白尾　朋也 Ｒｉｎｄａ　かのや

11 米田　利玖 グランディールTC

12 坂田　空冴 シーガイア

13 長友　俊樹 MTF

14 本村　豪基 ブライトテニスセンター

15 橋口　兼也 チームミリオン

16 飯田　伸太郎 ABCテニススクール

17 尾方　陸斗 ＲＫＫルーデンス

18 寺本　和弘 イワキリＪｒ

19 菖蒲谷　太地 STA

20 阿多　竜也 福岡パシフィックTA

21 井之上　拓巳 イワキリＪｒ

22 横山　彰人 エリート・プレイヤーズ

23 藤永　啓人 長崎ゼロックスTC

24 太田　龍之介 イワキリＪｒ

25 デン 正希 宮崎第一中学校

26 中森　涼太 K・TENNIS

27 富永　直 ドリームTS

28 福永　巡航　 宮崎第一中学校

29 森田　拓統 福岡パシフィックTA

30 小川　翔 チームミリオン

31 八郷　克 ウエストJR．

32 山崎　広耀 枕崎海の子ＴＣ

33 竹永　圭吾 ＢＲＥＡＫ

34 黒木　大輔 ライジングサンHJC

35 大野　文也 ドリームTS

36 楫原　晴太郎 シーガイア

37 南　  匠 福岡パシフィックTA

38 名越　大地 MTF

39 伊藤　大史 ABCテニススクール

40 森　 一稀 ラフ

41 石橋　成依 福岡パシフィックTA

42 平岡　孝崇 イワキリＪｒ

43 鳥井　翔太 北九州ウエストテニスクラブ

44 黒木　千里 STA

45 松原　陸 チームミリオン

46 下沖　響太 よだきんぼＪｒ

47 末田　遼 ブリヂストンテニスハウス久留米

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

O 黒木　 松原　 下沖　

Ｍ 名越　

K 山崎　

Ｌ 大野　

I 中森　

G 阿多　

H 藤永　

勝率

E 本村　

C 落石　

Ｄ 米田　

上村　

前川　

白尾　 勝敗

春山　 立作　 徳丸　A

B 田口　 上別府 由地　 勝敗 勝率

勝敗 勝率 順位

順位

順位

順位坂田　 長友　 勝敗 勝率

橋口　 飯田　 勝敗 勝率 順位

尾方　 勝率 順位F 寺本　 菖蒲谷 勝敗

順位

勝率 順位

井之上 横山　 勝敗 勝率

太田　 デン 勝敗

勝敗富永　 福永　 勝率 順位

順位

勝敗

森田　 小川　 順位J 八郷　 勝敗 勝率

竹永　 黒木　 勝敗 勝率 順位

楫原　 南　 勝敗 勝率 順位

伊藤　 森　 勝敗 勝率

末田　 勝敗

Ｎ 鳥井　 勝率 順位石橋　 平岡　

順位勝率
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U14男子ダブルス 1

黒木　千里 STA

菖蒲谷　太地 STA

長友　俊樹 MTF

福永　巡航　 宮崎第一中学校

平岡　孝崇 イワキリＪｒ

上村　光平 イワキリＪｒ

前川　政太郎 ABCテニススクール

尾方　陸斗 ＲＫＫルーデンス

徳丸　凌大 シーガイア

春成　嘉仁 シーガイア

八郷　克 ウエストJR．

中森　涼太 ｋ ．Tennis 

田口　涼太郎 マルヨシ商会

落石　倫 ドリームＴＳ

本村　豪基 ブライトテニスセンター

末田　遼  ブリヂストン久留米

山崎　広耀 枕崎海の子ＴＣ

白尾　朋也 Ｒｉｎｄａ　かのや

名越　大地 MTF

デン　正希 宮崎第一中学校

U14女子ダブルス 1

我那覇　真子 チャレンジ

宮城　もも チャレンジ

牧田　華奈 ウエストクラブ

北原　樹音 知覧テニスの森

牟田　京実 ＳＴＡ

山口　紗耶馨 ＪＴＴＡ

桑原　有未 枕崎海の子ﾃﾆｽｸﾗﾌ

小湊　理沙 枕崎海の子ﾃﾆｽｸﾗﾌ

友枝　愛 油山ＴＣ

松葉　朋夏 アサヒ緑健久山ＴＣ

一政　絢乃 MTF

島田　三紗子 MTF

富濱　祥子 イワキリＪｒ

田上　慧 知覧テニスの森

元山　果南 西紫原中学校

大渡　菫 西紫原中学校

中島　つぐみ ベルテックス

佐藤　有優 ORION.TS

東　 佑希乃  ブライトテニスセンター

高松 亜実  ＲＫＫルーデンステニスクラブ

C 元山　 大渡　 中島　 佐藤　 東　 

6

我那覇 宮城　A

C 本村　 末田　 山崎　

7

八郷　 中森　 勝敗 勝率 順位B 徳丸　 春成　

4

平岡　 上村　長友　 福永　菖蒲谷A 前川　 尾方　 勝敗 勝率黒木　 順位

1

2

3

田口　 落石　

5

6

白尾　 名越　 デン　 勝敗 勝率 順位

8

9

10

決勝リーグ 順位勝敗 勝率

A

B

C

牧田　 北原　 牟田　 山口　 桑原　 小湊　 勝敗 勝率 順位

1

2

3

4

順位

7

B 友枝　 松葉　 一政　 島田　 富濱　 田上　 勝敗 勝率

5

高松 勝敗 勝率 順位

8

9

10

決勝リーグ 勝敗 勝率 順位

B

A

C
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U16男子シングルス 3

1 佐藤　祥治 ORION．TS

2 児玉　知樹 シーガイア

3 松本　大虎 宮崎第一中学校

4 豊國　想太 ＫＴＣＪｒ

5 江頭　泰匠 福岡パシフィックTA

6 川越　絢恭 日南学園中学校

7 岡畑　輝 熊本庭球塾

8 宇野　敦也 BEKITT

9 川路 廉 鹿児島中央高校

10 大久保　圭祐 延岡ロイヤルJｒ

11 岡村　浩太 鳳凰高校クラブ

12 木下　息吹 テニスＤＩＶＯ

13 尾前　勇向 ＫＴＣＪｒ

14 本田　優 シーガイア

15 堀口　来夢 ＡＴＡ

16 甲斐　賢也 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ熊本北

17 倉原　大知 大分スポーツ公園ＴＳ

18 佐藤　爽太 延岡ロイヤルJｒ

19 田原　健太郎 STA

20 蘭 　大輔 佐賀GTC

21 山下　祐世 シーガイア

22 染矢　和仁 延岡ロイヤルJｒ

23 福岡　大雅 MTF

24 永井　響 ＲＫＫルーデンス

25 内倉　鉄平 鳳凰高校クラブ

26 藤永　大真 長崎ゼロックスTC

27 福田　瑛人 TEAM　F

28 松元　亮 ＫＴＣＪｒ

29 山本　澪 STA

30 中山　和浩 ABCテニススクール

31 竹之内　大輝 ライジングサンHJC

32 田代　翔 Ｒｉｎｄａ　かのや

33 小泉　亮太 シーガイア

34 藤田　慎司 ドリームTS

35 西村　大誠 イワキリＪｒ

36 宇都宮　魁 ファーストジュニア

37 杉田　大輔 ORION.TS

5位決定戦 決勝 3位決定戦

７位決定戦

K 田代　

I 藤永　

G 蘭 　

E 本田　

C 宇野　 川路 大久保

A 佐藤　 児玉　 勝敗

堀口　

松本　 豊國　 勝率 順位

B 江頭　 川越　 岡畑　 勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

Ｄ 岡村　 木下　 尾前　 勝敗 勝率 順位

甲斐　 勝敗 勝率 順位

F 倉原　 佐藤　 田原　 勝敗 勝率 順位

山下　 染矢　 勝敗 勝率 順位

H 福岡　 永井　 内倉　 勝敗 勝率 順位

福田　 松元　 勝敗 勝率 順位

J 山本　 中山　 竹之内 勝敗 勝率 順位

小泉　 藤田　 勝敗 勝率 順位

Ｌ 西村　 宇都宮 杉田　 勝敗 勝率 順位
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U1６女子シングルス 2

1 安部　有紗 ルネサンス大分

2 隈元　志保 よだきんぼＪｒ

3 今別府　風香 春日西ＴＣ

5 中島　鯉季 ウエストJR．

6 平田　侑希乃 ドリームＴＳ

7 渡辺　空蓮 シーガイア

8 今村　凪沙 RKKルーデンステニススクール

9 仮屋　萌々子 STA

10 岩本　美紗葵 延岡ロイヤルJｒ

11 大瀬良　百華 太閤テニスクラブ

12 原田　湖乃美 グランディールTC

13 寺田　愛実 シーガイア

14 金子　萌 ABCテニススクール

15 齋藤　春菜 春日西ＴＣ

16 引地　美結 チームミリオン

17 甲斐　未央 シーガイア

18 矢﨑　真衣 STA

19 下池　美珠々 カミジュニア

20 大田　理紗子 海の中道M&T

21 浅見　真帆 ライジングサンHJC

22 佐藤　未侑 ORION.TS

23 英　　凪紗 アリムラTA

24 郡　風花 ライジングサンHJC

25 深川　　桃花 カミジュニア

26 三上　万慧 春日西ＴＣ

27 戸高　摩美 清武Ｊｒ

28 衛藤　佳奈 グランディールTC

29 池田　明里 ＫＴＣＪｒ

30 金元　沙也加マリー 北九州ウエスト

31 芦浦　里奈 アリムラTA

32 中島　ゆりか 福岡パシフィックTA

33 野辺　美優 ＢＲＥＡＫ

34 黒木　日菜子 シーガイア

35 野田　帆乃佳 大分Jr

36 末吉　穂乃香 STC

37 松田　明与 延岡ロイヤルJｒ

38 梶谷　亜未 春日西ＴＣ

39 日高　愛 日南振徳高校

40 高井　紗希 ドリームＴＳ

41 北村　千紘 佐賀GTC

42 富濱　慈子 イワキリＪｒ

43 深川　智愛 伊集院Jクラブ

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

Ｎ 北村　 富濱　 深川　 勝敗 勝率

Ｍ 梶谷　 日高　 高井　

Ｌ 野田　 末吉　 松田　

K 中島　 野辺　 黒木　

J 池田　 金元　 芦浦　

I 三上　 戸高　 衛藤　

H 英　　 郡　風 深川　

G 大田　 浅見　 佐藤　

F 甲斐　 矢﨑　 下池　

E 金子　 齋藤　 引地　

Ｄ 大瀬良 原田　 寺田　

C 今村　 仮屋　 岩本　

B 中島　 平田　 渡辺　

A 安部　 隈元　 今別府 勝敗 勝率 順位

勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位
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U16男子ダブルス 1

佐藤　祥治 ORION．TS

宇野　敦也 BEKITT

尾前　勇向 ＫＴＣＪｒ

松元　亮 ＫＴＣＪｒ

堀口　来夢 ＡＴＡ

田代　翔 Ｒｉｎｄａ　かのや

藤永　大真 長崎ゼロックス

福田　瑛人 TEAM　F

山本　澪 STA

田原　健太郎 STA

小泉　亮太 シーガイア

染矢　和仁 延岡ロイヤル

岡村　浩太 鳳凰高校クラブ

内倉　鉄平 鳳凰高校クラブ

西村　大誠 イワキリＪｒ

豊國　想太 ＫＴＣＪｒ

甲斐　賢也 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ熊本北

岡畑　輝 熊本庭球塾

U1６女子ダブルス 1

大田　理紗子 海の中道M&T

梶谷　亜未 春日西TC

矢﨑　真衣 STA

仮屋　萌々子 STA

戸高　摩美 清武Ｊｒ

黒木　日菜子 シーガイア

野田　帆乃佳 大分Jr

佐藤　未侑 ORION.TS

安部　有紗 ルネサンス大分

今村　凪沙 RKKルーデンステニススクール

富濱　慈子 イワキリＪｒ

中嶋　鯉季 ウエストクラブ

下池　美珠々 カミジュニア

深川　　桃花 カミジュニア

三上　万慧 春日西TC

大瀬良　百華 太閤テニスクラブ

引地　美結 チームミリオン

浅見　真帆 ライジングサンＨＪＣ

高井　紗希 ドリームＴＳ

平田　侑希乃 ドリームＴＳ

 芦浦　里奈 アリムラTA

英　　凪紗 アリムラTA

衛藤　佳奈 グランディールTC

原田　湖乃美 グランディールTC 3位決定戦

甲斐　未央 シーガイア

寺田　愛実 シーガイア

今別府　風香 春日西ＴＣ

齋藤　春菜 春日西ＴＣ

12

11

原田　 甲斐　 寺田　

8

9

C

6

5

B

3

2

仮屋　

1

戸高　 黒木　 野田　 佐藤　

8

7

C 岡村　

5

B

宇野　 尾前　

2

1

A 佐藤　 順位勝率堀口　 田代　 勝敗松元　

3

山本　 田原　

4

藤永　 福田　 勝敗 勝率 順位小泉　

6

順位内倉　 西村　 豊國　 甲斐　 岡畑　 勝敗 勝率

染矢　

9

勝敗決勝リーグ 勝率 順位

A

C

B

A 大田　 梶谷　 矢﨑　 勝敗 勝率 順位

4

安部　 今村　 富濱　 中嶋　 下池　 深川　 勝敗 勝率 順位

7

三上　 大瀬良 引地　 浅見　 高井　 平田　 勝敗 勝率 順位

10

Ｄ 芦浦　 英　　 衛藤　 今別府 齋藤　 勝敗 勝率 順位

13

14
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U18男子シングルス 2

1 田中　亮大 鹿児島中央高校

2 中村　晃 ABCテニススクール

3 江上　嘉一 鳳凰高校クラブ

4 平元　瑛彦 宮崎第一高校

5 栗田　健太 福岡パシフィックTA

6 安楽　亮佑 日南振徳高校

7 松吉　大地 宮崎第一高校

8 井口　拓海 宮崎大宮高校

9 荒川　哲脩 鳳凰高校クラブ

10 山路　大樹 宮崎第一高校

11 鄭　 直喜 鳳凰高校クラブ

12 大仲　気吹 ABCテニススクール

13 川俣　航平 日南高校

14 坂口　輝河 鹿児島中央高校

15 高垣　遼也 日向学院高校

16 松山　大志 宮崎第一高校

17 紀　 隆貴 鳳凰高校クラブ

18 豊國　廉太 鵬翔高校

19 米村　康助 宮崎第一高校

20 田中　優之介 福岡パシフィックTA

21 松永　望 ABCテニススクール

22 外山　知季 宮崎第一高校

23 牧田　昂也 鳳凰高校クラブ

24 名倉　錬 日章学園高校

25 村脇　孝一郎 宮崎第一高校

26 東　 侑磨 鹿児島実業高校

27 永山　大希 宮崎第一高校

28 近藤　航平 ABCテニススクール

29 高橋　睦朗 宮崎日大高校

30 下之薗　直樹 鳳凰高校クラブ

31 泉 　拓弥 宮崎第一高校

32 日高　圭太 宮崎第一高校

33 伊藤　稜悟 日南振徳高校

34 山下　雅弘 鹿児島実業高校

35 兒玉　悠平 MTF

36 橋口　亮志 宮崎第一高校

37 大渡　洸明 鹿児島中央高校

5位決定戦 決勝 3位決定戦

７位決定戦

Ｌ 兒玉　 橋口　 大渡　

K 日高　 伊藤　 山下　

J 高橋　 下之薗 泉 　

I 東　 永山　 近藤　

H 牧田　 名倉　 村脇　

G 田中　 松永　 外山　

F 紀　 豊國　 米村　

E 坂口　 高垣　 松山　

Ｄ 鄭　 大仲　 川俣　

C 井口　 荒川　 山路　

A 田中　 中村　 江上　 勝率 順位平元　 勝敗

B 栗田　 安楽　 松吉　 勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率
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U18女子シングルス 2

1 髙橋　玲奈 宮崎商業

2 福島　早瑛 ABCテニススクール

3 下西ノ園　美加 宮崎西高校

4 黒木　涼華 宮崎商業

5 紫藤　千紗 ドリームTS

6 森下　朱里 宮崎西高校

7 迫田　真菜 宮崎商業

8 田中　景子 宮崎西高校

9 本田　いちご 宮崎日大高校

10 高元　里奈 宮崎商業

11 末吉　萌華 宮崎西高校

12 田中　麻里奈 宮崎商業

13 井本　海帆 宮崎日大高等学校

14 三小田　友香 宮崎商業

15 藤﨑　友佳子 宮崎大宮高校

16 下西ノ園　祐加 宮崎西高校

17 福島　瑛実 宮崎商業

18 西村　明日香 日南振徳高校

19 猪野　ひなた 宮崎商業

20 江籠　美桜 宮崎商業

21 徳永　薫保 ドリームTS

22 松下　陽菜子 宮崎西高校

3位決定戦

5位決定戦

G 江籠　 徳永　 松下　

F 福島　 西村　 猪野　

E 三小田 藤﨑　 下西ノ

勝敗 勝率Ｄ 末吉　 田中　 井本　

C 田中　 本田　 高元　

A 髙橋　 勝敗福島　 下西ノ 黒木　 勝率 順位

B 紫藤　 森下　 迫田　 勝敗 勝率 順位

順位勝敗 勝率

順位

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

順位勝敗 勝率

勝敗 勝率 順位
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U18男子ダブルス 1

3位決定戦

田中　亮大 鹿児島中央高校

坂口　輝河 鹿児島中央高校

松吉　大地 宮崎第一高校

米村　康助 宮崎第一高校

名倉　錬 日章学園高校

白石　貴大 日章学園高校

兒玉　悠平 ＭＴＦ

高垣　遼也 日向学院高校

平元　瑛彦 宮崎第一高校

串間　将哉 宮崎第一高校

松山　大志 宮崎第一高校

泉　 拓弥 宮崎第一高校

紀　 隆貴 鳳凰高校クラブ

荒川　哲脩 鳳凰高校クラブ

永山　大希 宮崎第一高校

日高　圭太 宮崎第一高校

頼金　治樹 ABCテニススクール

上妻　森土 ABCテニススクール

下之薗　直樹 鳳凰高校クラブ

江上　嘉一 鳳凰高校クラブ

橋口　亮志 宮崎第一高校

山路　大樹 宮崎第一高校

下野　真澄 鹿児島中央高校

吉井　浩生 鹿児島中央高校

鄭　 直喜 鳳凰高校クラブ

牧田　昂也 鳳凰高校クラブ

外山　知季 宮崎第一高校

村脇　孝一郎 宮崎第一高校

安楽　亮佑 日南振徳高校

伊藤　稜悟 日南振徳高校

U18女子ダブルス 1

江籠　美桜 宮崎商業

高元　里奈 宮崎商業

末吉　萌華 宮崎西高校

田中　景子 宮崎西高校

松下　陽菜子 宮崎西高校

森下　朱里 宮崎西高校

迫田　真菜 宮崎商業

福島　瑛実 宮崎商業

黒木　涼華 宮崎商業

猪野　ひなた 宮崎商業

本田　いちご 宮崎日大高等学校

井本　海帆 宮崎日大高等学校

髙橋　玲奈 宮崎商業

三小田　友香 宮崎商業

緒方　里佳 宮崎学園高校

藤崎　友佳子 宮崎大宮高校

福島　早瑛 ABCテニススクール
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