
第30回　九州ジュニアテニスサーキット （仮ドロー）

１８才以下男子S

１８才以下男子D

１８才以下女子S

１８才以下女子D

１６才以下女子S

１６才以下女子D

１４才以下女子S １２月７日(土)

１４才以下女子D 宮崎県

１２才以下男子S 総合運動公園

１２才以下男子D

１０才以下男子S ９：００　試合開始

１０才以下女子S 全残り試合

１６才以下男子S

１６才以下男子D

１４才以下男子S

１４才以下男子D

１２才以下女子S

１２才以下女子D

宮崎県
総合運動公園

(木花)

生目の杜
運動公園

《宮崎ジュニアトーナメント　　　　２０１３/１１/３０-12/１》  

大　　会　　日　　程

第一会場： 宮崎県総合運動公園(木花) 問い合わせ先

℡０９８５－５８－５５８８ 宮崎県テニス協会　　担当　姫田幸洋　

宮崎市大字熊野　４４３－１２ ＊連絡は、メール又はファックスにてお願いします。

メール　mtennis@mtennis.org
第二会場： 生目の杜運動公園 TEL FAX 0985-21-1322

℡０９８５－４７－７６０２ 平日１０：００-１３：００
宮崎市大字跡江　４４６１－１

試合方法:　全てノーアドヴァンテージ方式の１セットマッチ（６－６、ﾀｲ ﾌ ﾚ゙ ｰｸ）

全種目３位決定戦、シングルスは５-８位決定戦を行います。

受付は､ 試合時間の30分前より行います。
リーグ戦/　(＊結果報告は次の試合に入らない選手が直ちに報告とする ＊最終戦の勝者が全ボールの返却)

試合順 （３人）　①１－２ ②勝ち残り－３ ③残り試合　（４人）　①１－２ ②３－４ ③勝者同士 ④敗者同士 ⑤⑥残り試合

９：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・ＳＦ・Ｆ 2

１３：００予選リーグ・１Ｒ １０：００ＳＦ・Ｆ 1

１１：３０予選リーグ ９：００１R・SF・F 2

１３：００予選リーグ １０：００ Ｆ 1

１０：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・ＳＦ・Ｆ 2

１３：００予選リーグ １０：００決勝リーグ 1

９：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・SF・F 2

１３：００予選リーグ １０：００ＳＦ・Ｆ 1

１０：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・SF・F 3

１３：００決勝リーグ － － 1

１１：３０予選リーグ ９：００１Ｒ・ＳＦ・Ｆ 3

－ － ９：００予選リーグ・Ｆ 2

１０：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・ＳＦ・Ｆ 2

１３：００予選リーグ １０：００ＳＦ・Ｆ 1

９：００予選リーグ・１Ｒ・２Ｒ ９：００３Ｒ・ＳＦ・Ｆ 3

１３：００予選リーグ １０：００ＳＦ・Ｆ 1

１１：００予選リーグ・１Ｒ ９：００２Ｒ・ＳＦ・Ｆ 2

１３：００予選リーグ １０：００決勝リーグ 1

マスターズ

出場予定枠試合時間 試合 試合時間 試合
会場 クラス

１１月３０日（土） １２月１日（日）
予備日
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3

3決

1 大岐　優斗 シーガイア

2 安田　圭太朗 上長崎小学校

3 山口　紗輝 チームエリート

4 大佐古　琉生 ITS九州

5 田中　大悟 P’sJr

6 臼井　公志朗 クラージュ　TS

7 是永　息吹 ファイナルＪｒ

8 山本　凌大 ロイヤルＪｒ

9 武藤　守生 ブリヂストンスポーツ　アリーナ久留米

10 髙妻　蘭丸 シーガイア

11 久本　拓実 春日西ＴＣ

12 堤　優希 ITS九州

13 工藤　徹 ロイヤルＪｒ

14 大神　照太 北九州ウエストサイドテニスクラブ

15 宮本　卓実 シーガイア

16 中村　真人 ドリームTS

2

1 友枝　夢 油山テニスクラブ

2 福島　菜未 テニスネットかごしま

3 岩本　夏葵 ロイヤルＪｒ

4 小林　杏菜 九州国際ＴＣ

5 永野　絢子 シーガイア

6 木河　優 福岡パシフィックTA

7 安廣　有純 北九州ウエスト

8 山口　真依寧 JTTA

1

太田　佳人 ファーストＪｒ．

須佐　優翔 フンドーキン

福島　一輝 テニスネットかごしま

中森　優太 STA

山県　希心 ITS九州

天本　恵人 ITS九州

宮田　陸 グランディールTC

鈴木　蒼平 さかむら庭球塾

3

2

中森　 山県　 天本　

1

宮田　太田　 須佐　 福島　 順位

勝率 順位

順位

順位

大神　 宮本　 中村　 勝敗 勝率 順位

久本　 堤　優 工藤　

山本　 武藤　 髙妻　 勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率 順位

大岐　 安田　 山口　

4

勝率

山口　 勝敗

鈴木　 勝敗

永野　 木河　 安廣　

友枝　 福島　 岩本　 小林　 勝敗 勝率

勝敗 勝率

田中　 臼井　 是永　

順位勝率大佐古

U10男子シングルス

U10女子シングルス

決勝

3位決定戦

U12男子ダブルス

A

E

D

C

A

B

A

B
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1 須佐　優翔 フンドーキン

2 衛藤　直輝 小林Jr,テニスクラブ

3 西園　太翔 ﾚ ｯ ﾂ ｲ ﾝﾄ ｱ゙ ＴＳ

4 福島　一輝 テニスネットかごしま

5 戸田　智大 ライジングサンＨＪＣ

6 安廣　勇成 北九州ウエスト

7 中村　勇伍 グランディールテニスクラブ

8 太田　佳人 ファーストＪｒ．

9 竹市　祥真 大洲ＪＴＡ

10 大橋　信人 ルネサンス宮崎

11 宮田　陸 グランディールテニスクラブ

12 神園　凌志 枕崎海の子

13 白谷　美樹 ＫＴＣＪｒ

14 天本　恵人 ITS九州

15 山口　柚希 ドリームTS

16 柳田　尭彦 ロイヤルＪｒ

17 郡　葉生 ライジングサンＨＪＣ

18 菊池　翼 ＮＩＳＨＩＯ　ＦＡＣＴＯＲＹ

19 堤野　竜司 海の中道マリーナ＆テニス

20 村上　真優 ブリヂストンスポーツ　アリーナ久留米

21 甲斐　一再 ロイヤルＪｒ

22 伊藤　大海 クリーンビレッジTC

23 安上　晃生 ファインヒルズTC

24 鈴木　晴太 ラフ

25 楫原　大佑 シーガイア

26 笹渕　力 ＡＢＣテニススクール

27 本　剛士 イワキリJr

28 山県　希心 ITS九州

29 鈴木　蒼平 さかむら庭球塾

30 竹廣　悠一郎 海の中道マリーナ＆テニス

31 染矢　裕大 ロイヤルＪｒ

32 稲田　康太郎 ロイヤルＪｒ

33 大串　真也 長崎ゼロックスTC

34 岩原　健斗 ドリームTS

35 上村　真斗 ＡＢＣテニススクール

36 日髙　大空 シーガイア

37 林　虎太朗 九州国際テニスクラブ

38 井﨑　雄一 マルヨシ商会

39 北　龍乃介 ロイヤルＪｒ

40 谷崎　恭祐 福岡パシフィックTA

41 中森　優太 STA

中森　 勝敗 勝率 順位井﨑　 北　龍 谷崎　

上村　 日髙　 林　虎

勝敗 勝率 順位稲田　 大串　 岩原　

鈴木　 竹廣　 染矢　

勝敗 勝率 順位笹渕　 本　剛 山県　

安上　 鈴木　 楫原　

勝敗 勝率 順位村上　 甲斐　 伊藤　

郡　葉 菊池　 堤野　

勝敗 勝率 順位天本　 山口　 柳田　

宮田　 神園　 白谷　

勝敗 勝率 順位太田　 竹市　 大橋　

勝率 順位

勝敗 勝率 順位

福島　 勝敗須佐　 衛藤　 西園　

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

戸田　 安廣　 中村　

U12男子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

M

Ｌ

K

J

I

H

G

F

E

Ｄ

C

A

B



2014 九州ジュニアテニスサーキット 宮崎予選　　《 宮崎県総合運動公園 / 生目の杜運動公園  2013/11/30-12/1》

2

1 内山　ほのか ITS九州

2 渡辺　聖彩 ファイナルＪｒ

3 佐藤　唯 伊集院Jクラブ

4 鎌田　麻由 清武Ｊｒ

5 大山　真由 Ｒｉｎｄａ鹿屋

6 長友　愛 ファイナルＪｒ

7 有馬　萌果 ITS九州

8 有馬　さくら 伊集院Jクラブ

9 山口　明香里 小林Jr,テニスクラブ

10 横松　さくら 海の中道マリーナ＆テニス

11 藤永　笑子 長崎ゼロックスTC

12 平岡　茉奈 伊集院Jクラブ

13 染矢　美来 ロイヤルＪｒ

14 長友　美希 シーガイア

15 中村　姫乃 ロケーション

16 大久保　真央 伊集院Jクラブ

17 野口　和佳奈 福岡パシフィックTA

18 松本　瑞希 ＡＢＣテニススクール

19 木佐貫　夢 イワキリJr

20 一政　帆海 MTF

21 平石　琳音 伊集院Jクラブ

22 大坪　花 福岡パシフィックTA

23 杉田　千紘 ロケーション

24 小林　杏珠 九州国際ＴＣ

25 小浜　優那 MTF

26 済陽　笑美花 MTF

27 西　奈溜美 伊集院Jクラブ

28 井料田　愛 シーガイア

29 黒木　蒼葉 ITS九州

1

内山　ほのか ITS九州

小林　杏珠 九州国際TC

渡辺　聖彩 ファイナルＪｒ

長友　愛 ファイナルＪｒ

平岡　茉奈 伊集院Jクラブ

有馬　さくら 伊集院Jクラブ

長友　美希 シーガイア

井料田　愛 シーガイア

中村　姫乃 ロケーション

杉田　千紘 ロケーション

佐藤　唯 伊集院Jクラブ

西　奈溜美 伊集院Jクラブ

黒木　柚葉 小林Jr,テニスクラブ

黒木　萌香 小林Jr,テニスクラブ

一政　帆海 MTF

済陽　笑美花 MTF

有馬　萌果 ITS九州

黒木　蒼葉 ITS九州

平石　琳音 伊集院Jクラブ

大久保　真央 伊集院Jクラブ

C

B

勝率 順位

A

勝敗

10

9

勝率 順位

8

黒木　 平石　 大久保 勝敗一政　 済陽　 有馬　

7

勝率 順位

5

黒木　 勝敗中村　 杉田　 佐藤　

3

4

2

内山　

済陽　 西　奈 井料田

杉田　 小林　 小浜　

勝率 順位一政　 平石　 大坪　

野口　 松本　 木佐貫

勝率 順位長友　 中村　 大久保

藤永　 平岡　 染矢　

勝率 順位有馬　 山口　 横松　

勝率 順位

内山　 渡辺　

勝敗

6

西　奈 黒木　

1

長友　小林　 勝率 順位渡辺　 長友　 平岡　 有馬　 井料田 勝敗

勝率 順位黒木　 勝敗

勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率 順位

勝敗

順位

大山　 長友　 有馬　

佐藤　 鎌田　 勝敗 勝率
U1２女子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

U12女子ダブルス

決勝リーグ

C

B

A

I

H

G

F

E

Ｄ

C

A

B
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1 坂本　陽菜 シーガイア

2 一政　絢乃 MTF

3 渡邊　千桂 折尾愛真中学校

4 本田　恵琉 佐世保LTC

5 北原　亜依音 知覧テニスの森

6 出水　薫乃 よだきんぼJr

7 空久保　果音 ITS九州

8 田中　怜実 久峰中

9 田上　慧 知覧テニスの森

10 郡　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

11 久保　美波 小林Jr,テニスクラブ

12 山口　倫慧綺 JTTA

13 浅谷　梨子 Gクエスト

14 瀬戸山　裕子 イワキリJr

15 牟田　あかね サングリーンJr

16 笠原　扉奈 テニスＤＩＶＯ

17 岩本　真理菜 ロイヤルＪｒ

18 松野　佑紀 知覧テニスの森

19 紫藤　優菜 ドリームTS

20 長友　美樹 ファイナルＪｒ

21 岡村　茉亜子 ITS九州

22 藤島　果音 大洲ＪＴＡ

23 山田　梨香子 ライジングサンＨＪＣ

24 冨濵　祥子 伊集院J

25 宇都宮　歩優 ファーストジュニア

26 大神　陽恵 北九州ウエストサイドテニスクラブ

27 川崎　花菜 久峰中

28 元山　未優 NJT

29 木村　寧々 ロケーション

30 島田　三紗子 MTF

31 佐藤　有優 大洲ＪＴＡ

32 大山　理子 Ｒｉｎｄａ鹿屋

33 新地　菜々子 イワキリJr

34 鞍垣　絢 福岡パシフィックTA

35 白谷　美佳 ＫＴＣＪｒ

36 新原　綸 知覧テニスの森

37 矢野　日奈子 JWSA

38 田代　光稀 ＡＢＣテニススクール

39 井上　楓子 ライジングサンＨＪＣ

40 福田　優 折尾愛真中学校

41 隈元　友里 よだきんぼJr

42 須佐　真優 フンドーキン

43 斉藤　光羽 ライジングサンＨＪＣ

44 松藤　恭子 ITS九州

45 坂元　千奈未 イワキリJr

斉藤　 松藤　 坂元　

勝率 順位福田　 隈元　 須佐　

矢野　 田代　 井上　

勝率 順位鞍垣　 白谷　 新原　

順位

佐藤　 大山　 新地　 勝敗 勝率 順位

元山　 木村　 島田　

順位

宇都宮 大神　 川崎　 勝敗 勝率 順位

藤島　 山田　 冨濵　

順位

紫藤　 長友　 岡村　 勝敗 勝率 順位

笠原　 岩本　 松野　

順位

浅谷　 瀬戸山 牟田　 勝敗 勝率 順位

郡　芽 久保　 山口　

順位

空久保 田中　 田上　 勝敗 勝率 順位

本田　 北原　 出水　

勝敗 勝率 順位

勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率

勝敗 勝率

勝敗 勝率

勝敗 勝率

勝敗 勝率

坂本　 一政　 渡邊　
U14女子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

O

Ｎ

Ｍ

Ｌ

K

J

I

H

G

F

E

Ｄ

C

B

A
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1 藤永　啓人 長崎ゼロックスTC

2 三浦　龍真 よだきんぼＪｒ

3 森　健太 ラフ

4 森田　凌矢 ドリームTS

5 飯田　伸太郎 ＡＢＣテニススクール

6 千葉　大喜 シーガイア

7 辻　陽平 アリムラTA

8 福元　崇斗 チームミリオン

9 松田　雅光 マルヨシ商会

10 青木　響真 北九州ウエストサイドテニスクラブ

11 松本　航輔 ＢＥＫＩＴＴ

12 藤崎　幹大 清武Ｊｒ

13 利光　佑太郎 大分スポーツ公園

14 本　純也 イワキリJr

15 稲垣　陽太 ウエストクラブ

16 落石　倫 折尾愛真中学

17 合澤　彰朗 シーガイア

18 甲斐　光汰 佐賀GTC

19 曽和　亜林人 海の中道マリーナ＆テニス

20 津田　光也 クリーンビレッジテニスクラブ

21 有田　奏 チームエリート

22 本田　嵩稀 シーガイア

23 伊藤　大晟 ＡＢＣテニススクール

24 井上　裕基 春日西ＴＣ

25 石橋　成依 福岡パシフィックTA

26 衛藤　陽輝 小林Jr,テニスクラブ

27 中森　涼太 STA

28 羽生　竜聖 STA

29 大串　裕也 長崎ゼロックスTC

30 下沖　響太 よだきんぼJr

31 末田　悠 ブリヂストンスポーツ　アリーナ久留米

32 宮本　詠士 シーガイア

33 前川　政太郎 ＡＢＣテニススクール

34 堀口　心夢 アリムラTA

35 堤野　真司 海の中道マリーナ＆テニス

36 平岡　孝崇 イワキリJr

37 田口　涼太郎 マルヨシ商会

38 四位　尚暉 チームミリオン

39 立石　圭 筑紫野ローンテニスクラブ

40 八郷　克 ウエストクラブ

41 富永　直 ドリームTS

42 内野　拓馬 チームミリオン

43 末吉　鼓太朗 シーガイア

44 田畑　佑馬 海の中道マリーナ＆テニス

45 太田　龍之介 イワキリJr

46 坂田　空冴 シーガイア

47 瀬井　陵 ＡＢＣテニススクール

48 竹市　竜司 大洲ＪＴＡ

49 川崎　絢太 福岡パシフィックTA

50 外山　光 シーガイア

51 甲斐　龍誠 ＡＢＣテニススクール

52 森田　拓統 福岡パシフィックTA

53 小川　春斗 チームミリオン

54 直塚　大成 マルヨシ商会

森田　 小川　 勝率 順位直塚　

勝率 順位川崎　 外山　 甲斐　

勝率 順位坂田　 瀬井　 竹市　

勝率

順位

末吉　 田畑　 太田　

勝率八郷　 富永　 内野　

勝率 順位田口　 四位　 立石　

勝率 順位堀口　 堤野　 平岡　

勝率

順位

末田　 宮本　 前川　

勝率羽生　 大串　 下沖　

勝率 順位石橋　 衛藤　 中森　

勝率 順位本田　 伊藤　 井上　

勝率曽和　 津田　 有田　

順位

落石　 合澤　 甲斐　

勝率

勝率

利光　 本　純 稲垣　

順位

青木　 松本　 藤崎　

辻　陽 福元　 松田　

勝率 順位森田　 飯田　 千葉　

勝敗藤永　 三浦　 森　健

勝敗

勝敗

勝敗 順位

勝敗

勝敗

勝敗

勝敗 順位

勝敗

勝敗

勝敗

勝敗 順位

勝敗

勝敗 順位

勝敗

勝敗

勝率

勝敗 勝率 順位

勝敗

勝率 順位

U14男子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦
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藤永　啓人 長崎ゼロックスTC

田口　涼太郎 マルヨシ商会

柴田　隼哉斗 チームミリオン

後藤　史彰 チームミリオン

八郷　克 ウエストクラブ

中森　涼太 STA

三浦　龍真 よだきんぼＪｒ

向井　流憂斗 よだきんぼＪｒ

末田　悠 ブリヂストンスポーツアリーナ久留米

末吉　鼓太朗 シーガイア

小川　春斗 チームミリオン

福元　崇斗 チームミリオン

松本　航輔 ＢＥＫＩＴＴ

竹市　竜司 大洲ＪＴＡ

富永　直 ドリームTS

森田　凌矢 ドリームTS

川越　暁文 チームミリオン

上別府　誠 チームミリオン

辻　陽平 アリムラTA

堀口　心夢 アリムラTA

松田　雅光 マルヨシ商会

大串　裕也 長崎ゼロックスTC

新名　崇旦 チームミリオン

山本　晃輝 チームミリオン

坂田　空冴 シーガイア

外山　光 シーガイア

1

神園　渉太 MJTC

山﨑　広耀 MJTC

岩満　春輝 よだきんぼＪｒ

坂元　怜太 よだきんぼＪｒ

永里　諒 鹿児島実業高校

山本　澪 STA

田中　基 鳳凰高校クラブ

阿部　直人 吉田テニススク－ル

徳丸　凌大 シーガイア

福永　巡航 第一中

小川　翔 チームミリオン

橋口　兼也 チームミリオン

宇都宮　魁 ファーストジュニア

杉田　大輔 ロケーション

宮崎　陸太 ドリームTS

岩原　竜也 ドリームTS

小泉　亮太 シーガイア

児玉　知樹 シーガイア

横尾　淳司 ロケーション

井上　瑞樹 ラフ

野村　泰斗 鹿児島実業高校

中原　吏音 鹿児島実業高校

豊國　想太 KTCJr

竹之内　大輝 ライジングサンHＪＣ

12

11

順位

10

勝敗中原　 豊國　 竹之内 勝率横尾　 井上　 野村　

9

8

7

宇都宮 杉田　 宮崎　

6

5

勝率 順位

4

福永　 小川　 橋口　 勝敗田中　 阿部　 徳丸　

2

坂元　

1

神園　 山﨑　 岩満　 永里　 山本　 勝敗 勝率 順位

12

勝率 順位

11

松田　 大串　 新名　 山本　 坂田　 外山　

10

9

勝率 順位

8

富永　 森田　 川越　

7

6

5

福元　 松本　 竹市　 順位末田　 末吉　 小川　

4

3

勝率 順位

1

中森　 勝敗田口　 柴田　 後藤　 八郷　 三浦　 向井　藤永　

岩原　 小泉　 児玉　 勝敗 勝率 順位

3

13

勝敗

勝敗上別府 辻　陽 堀口　

勝敗 勝率

2

U14男子ダブルス

3位決定戦

U16男子ダブルス
3位決定戦
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1 浅田　幸輝 大洲ＪＴＡ

2 菖蒲谷　太地 STA

3 圖師　瑛斗 チームミリオン

4 田中　基 鳳凰高校クラブ

5 笹渕　大 ＡＢＣテニススクール

6 石田　光 ＢＲＥＡＫ

7 杉田　大輔 ロケーション

8 黒木　大輔 ライジングサンＨＪＣ

9 徳丸　凌大 シーガイア

10 岸　厚佑 クラージュテニススクール

11 小川　翔 チームミリオン

12 藤田　慎司 ドリームTS

13 黒木　千里 STA

14 由地　英徳 ＢＲＥＡＫ

15 天本　洸太 ITS九州

16 阿部　直人 吉田テニススク－ル

17 野村　泰斗 鹿児島実業高校

18 豊國　想太 KTCJr

19 宮崎　陸太 ドリームTS

20 坂元　怜太 よだきんぼＪｒ

21 児玉　知樹 シーガイア

22 小泉　亮太 シーガイア

23 伊藤　大史 ＡＢＣテニススクール

24 上別府　尚弘 チームミリオン

25 宇都宮　魁 ファーストジュニア

26 竹永　圭吾 ＢＲＥＡＫ

27 松本　大虎 第一中

28 山﨑　広耀 MJTC

29 林　真寛 チームミリオン

30 染矢　和仁 ロイヤルＪｒ

31 山本　澪 STA

32 稲垣　敬太 ウエストクラブ

33 鄧　正希 チームミリオン

34 井上　瑞樹 ラフ

35 楫原　晴太郎 シーガイア

36 田上　遼 よだきんぼJr

37 岩原　竜也 ドリームTS

38 中原　吏音 鹿児島実業高校

39 福永　巡航 第一中

40 今林　亮介 海の中道マリーナ＆テニス

41 田嶋　克樹 ＡＢＣテニススクール

42 當瀬　史也 チームミリオン

43 神園　渉太 MJTC

44 竹之内　大輝 ライジングサンＨＪＣ

45 岩満 　春輝 よだきんぼＪｒ

46 横尾　淳司 ロケーション

47 永里　諒 鹿児島実業高校

48 橋口　兼也 チームミリオン

順位

横尾　 永里　 橋口　 勝敗 勝率 順位

神園　 竹之内 岩満 勝敗 勝率

順位

今林　 田嶋　 當瀬　 勝敗 勝率 順位

岩原　 中原　 福永　 勝敗 勝率

順位

井上　 楫原　 田上　 勝敗 勝率 順位

山本　 稲垣　 鄧　正 勝敗 勝率

順位

山﨑　 林　真 染矢　 勝敗 勝率 順位

宇都宮 竹永　 松本　 勝敗 勝率

順位

小泉　 伊藤　 上別府 勝敗 勝率 順位

宮崎　 坂元　 児玉　 勝敗 勝率

順位

阿部　 野村　 豊國　 勝敗 勝率 順位

黒木　 由地　 天本　 勝敗 勝率

順位

岸　厚 小川　 藤田　 勝敗 勝率 順位

杉田　 黒木　 徳丸　 勝敗 勝率

勝敗 勝率田中　 笹渕　 石田　

順位勝敗 勝率浅田　 菖蒲谷 圖師　

順位

U16男子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦
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1 衛藤　佳奈 グランディールテニスクラブ

2 上野　未来 よだきんぼJr

3 東　佑希乃 ブライトテニスセンター

4 本行　鈴菜 イワキリJr

5 桑原　有未 MJTC

6 佐藤　未侑 大洲ＪＴＡ

7 末吉　美優 ＳＴＣ

8 甲斐　未央 シーガイア

9 山口　紗耶馨 JTTA

10 牟田　京実 STA

11 御領原　由貴 伊集院中

12 諌山　優里 ファインヒルズTC

13 鳥越　まみ 清武ジュニア

14 郡　風花 ライジングサンＨＪＣ

15 元山　果南 西紫原中学校

16 下池　美珠々 カミジュニア

17 東　美月 住吉Ｊｒ

18 北原　樹音 知覧テニスの森

19 藤山　菜々子 西紫原中

20 古賀　麻尋 福岡パシフィックTA

21 岩本　美紗葵 ロイヤルＪｒ

22 平井　栞 マルヨシ商会

23 友枝　愛 油山テニスクラブ

24 田中　和花 よだきんぼJr

25 山本　加恵 マルヨシ商会

26 足立　有香 折尾愛真中学

27 藤本　海月 ロイヤルＪｒ

28 大渡　菫 西紫原中学校

29 松葉　朋夏 大原テニスクラブ

30 中島　鯉季 ウエストクラブ

31 中村　芽玖 チームミリオン

32 浅見　真帆 ライジングサンＨＪＣ

33 中島　優紀 STA

34 原田　瑚乃美 グランディールテニスクラブ

35 寺田　愛実 シーガイア

36 峰　花梨 TEAM　F

37 中島　姫香 STA

38 高松　亜実 ＲＫＫルーデンス

39 甲斐　南那 ロイヤルＪｒ

40 川島　葉月 久留米城南中学校

41 宮田　杏香 海の中道マリーナ＆テニス

42 猪野　ひより MTF

43 梶浦　邑衣 住吉Ｊｒ

勝敗 勝率 順位宮田　 猪野　 梶浦　

高松　 甲斐　 川島　

勝敗 勝率 順位寺田　 峰　花 中島　

浅見　 中島　 原田　

勝敗 勝率 順位松葉　 中島　 中村　

足立　 藤本　 大渡　

勝敗 勝率 順位友枝　 田中　 山本　

古賀　 岩本　 平井　

勝敗 勝率 順位東　美 北原　 藤山　

郡　風 元山　 下池　

勝敗 勝率 順位

勝率 順位

御領原 諌山　 鳥越　

甲斐　 山口　 牟田　

勝敗 勝率 順位桑原　 佐藤　 末吉　

勝率

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

衛藤　 上野　 東　佑 本行　 勝敗 順位

U1６女子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦
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宇都宮　歩優 ファーストジュニア

藤島　果音 大洲ＪＴＡ

尾崎　千紘 チームミリオン

松浦　玲菜 チームミリオン

空久保　果音 ITS九州

岡村　茉亜子 ITS九州

田中　怜実 久峰中

川崎　花菜 久峰中

元山　未優 NJT

浅谷　梨子 Gクエスト

長友　美樹 ファイナルＪｒ

山田　梨香子 ライジングサンＨＪＣ

新地　菜々子 イワキリJr

坂元　千奈未 イワキリJr

渡邊　千桂 折尾愛真中学校

福田　優 折尾愛真中学校

井上　楓子 　ライジングサンＨＪＣ

前崎　眞子 広瀬中硬式テニス愛好会

一政　絢乃 MTF

島田　三紗子 MTF

斉藤　光羽 ライジングサンＨＪＣ

郡　芽菜 ライジングサンＨＪＣ

冨濵　祥子 伊集院J

田上　慧 知覧テニスの森

児玉　佳穂 広瀬中硬式テニス愛好会

中野　鈴菜 広瀬中硬式テニス愛好会

山口　倫慧綺 JTTA

北原　亜依音 知覧テニスの森

1

甲斐　未央 シーガイア

寺田　愛実 シーガイア

大渡　菫 西紫原中学校

元山　果南 西紫原中学校

山口　紗耶馨 JTTA

牟田　京実 STA

友枝　愛 油山テニスクラブ

松葉　朋夏 大原テニスクラブ

衛藤　佳奈 グランディールＴＣ

佐藤　未侑 大洲ＪＴＡ

山本　加恵 マルヨシ商会

平井　栞 マルヨシ商会

北原　樹音 知覧テニスの森

中島　優紀 STA

御領原　由貴 伊集院中

中島　鯉季 ウエストクラブ

足立　有香 折尾愛真

東　佑希乃 ブライトテニスセンター

藤山　菜々子 西紫原中

下池　美珠々 カミジュニア

東　美月 住吉Ｊｒ

梶浦　邑衣 住吉Ｊｒ

B

A

順位勝敗

11

10

9

勝敗 勝率 順位

8

東　美 梶浦　御領原 中島　 足立　

6

5

4

衛藤　 佐藤　 山本　

2

3

順位

1

友枝　 勝敗 勝率大渡　 元山　 山口　 牟田　甲斐　 寺田　 松葉　

14

13

12

山口　斉藤　 郡　芽 冨濵　

9

10

勝率 順位

8

6

7

勝率 順位

5

山田　元山　 浅谷　 長友　

1

4

3

2

川崎　 勝敗 勝率宇都宮 藤島　 尾崎　 順位松浦　 空久保 岡村　 田中　

C

勝率

東　佑 藤山　 下池　

7

中島　 勝敗平井　 北原　 勝率 順位

新地　 坂元　 勝敗

勝率児玉　

11

北原　田上　 中野　 順位勝敗

勝敗渡邊　 福田　 井上　 前崎　 一政　 島田　

U14女子ダブルス

3位決定戦

U1６女子ダブルス

決勝リーグ

C

B

A

Ｄ

B

A

C
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2

1 牧田　昂也 鳳凰高校クラブ

2 川俣　航平 日南高校

3 今井　勇貴 佐土原高校

4 大田　俊介 九国大付

5 坂口　輝河 鹿児島中央高校

6 豊國　廉太 鵬翔高

7 林　秀哉 佐土原高校

8 西村　大誠 宮崎日大高校

9 川畑　智洋 鹿児島実業高校

10 田中　翔大 九国大付

11 佐藤　一輝 筑陽学園高校

12 日田　郁海 佐土原高校

13 田中　優介 鹿児島実業高校

14 三浦　歓喜 グリ－ンテニスクラブ

15 荒川　哲脩 鳳凰高校クラブ

16 陣内　洋柾 佐土原高校

17 辻　泰一 鹿児島実業高校

18 松元　亮 泉ヶ丘高

19 田仲　勇介 九国大付

20 高垣　遼也 日向学院高校

21 内倉　鉄平 鳳凰高校クラブ

22 石田　充 振徳高校

23 井口　拓海 大宮高等学校

24 久保　杏介 鳳凰高校クラブ

25 甲斐　啓輔 佐土原高校

26 井上　諒風 鳳凰高校クラブ

27 岡村　孝徳 宮崎日大高校

28 迫田　幸大 鹿児島実業高校

29 本田　貴大 宮崎日大高校

30 吉村　真太郎 鹿児島実業高校

31 山崎　晃平 九国大付

32 岡村　浩太 鳳凰高校クラブ

33 北林　亜斗夢 佐土原高校

34 安楽　亮介 振徳高校

35 木下　息吹 九国大付

36 紀　隆貴 鳳凰高校クラブ

37 川越　絢恭 日南学園高校

38 大渡　洸明 鹿児島中央高校

39 山口　生倖 筑陽学園高校

40 木本　大貴 佐土原高校

41 東　侑磨 鹿児島実業高校

42 村脇　孝一郎 宮崎第一高校

43 瀬戸山　敬太 泉ヶ丘高校

勝率 順位

勝敗 勝率 順位

東　侑 村脇　 瀬戸山

大渡　 山口　 木本　

勝敗 勝率 順位木下　 紀　隆 川越　

岡村　 北林　 安楽　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

勝敗 勝率 順位

本田　 吉村　 山崎　

井上　 岡村　 迫田　

勝敗 勝率 順位井口　 久保　 甲斐　

高垣　 内倉　 石田　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

勝敗 勝率 順位

辻　泰 松元　 田仲　

三浦　 荒川　 陣内　

勝敗 勝率 順位

勝敗 勝率 順位

佐藤　 日田　 田中　

西村　 川畑　 田中　

勝敗 勝率 順位坂口　 豊國　 林　秀

牧田　 川俣　 今井　

勝敗

勝敗

勝敗

順位大田　 勝敗 勝率

U18男子シングルス

5位決定戦 ７位決定戦 3位決定戦

Ｎ

Ｍ

Ｌ

K

J

I

H

G

F

E

Ｄ

C

B
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牧田　昂也 鳳凰高校クラブ

岡村　浩太 鳳凰高校クラブ

岡村　孝徳 宮崎日大高校

佐野　佑樹 宮崎日大高校

日田　郁海 佐土原高校

木本　大貴 佐土原高校

下野　真澄 鹿児島中央高校

吉井　浩生 鹿児島中央高校

田中　翔大 九国大付

大田　俊介 九国大付

甲斐　啓輔 佐土原高校

北林　亜斗夢 佐土原高校

辻　泰一 鹿児島実業高校

迫田　幸大 鹿児島実業高校

井上　諒風 鳳凰高校クラブ

内倉　鉄平 鳳凰高校クラブ

本田　貴大 宮崎日大高校

本田　優 宮崎日大高校

大渡　洸明 鹿児島中央高校

坂口　輝河 鹿児島中央高校

紀　隆貴 鳳凰高校クラブ

荒川　哲脩 鳳凰高校クラブ

高垣　遼也 日向学院高校

西村　大誠 宮崎日大高校

吉村　真太郎 鹿児島実業高校

川畑　智洋 鹿児島実業高校

山崎　晃平 九国大付

木下　息吹 九国大付

陣内　洋柾 佐土原高校

林　秀哉 佐土原高校

松元　亮 泉ヶ丘高

豊國　廉太 鵬翔高

久保　杏介 鳳凰高校クラブ

三浦　歓喜 グリ－ンテニスクラブ

17

16

15

順位

14

久保　 三浦　 勝敗 勝率山崎　 木下　 陣内　 林　秀 松元　 豊國　

13

12

勝敗 勝率 順位

11

紀　隆 荒川　 高垣　

10

9

勝敗 勝率 順位

8

井上　 内倉　 本田　

7

6

勝敗 勝率 順位

5

田中　 大田　 甲斐　

4

3

2

順位

1

下野　 勝率岡村　 佐野　 日田　 木本　 吉井　 勝敗牧田　 岡村　

西村　 吉村　 川畑　

本田　 大渡　 坂口　

迫田　北林　 辻　泰

U18男子ダブルス
3位決定戦

E

Ｄ

Ｃ

Ｂ

A
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1 井本　海帆 宮崎日大高校

2 松田　明与 宮崎商業

3 池田　明里 泉ヶ丘高

4 德永　薫保 宮崎商業

5 中原　美里 泉ヶ丘高

6 諌山　希梨 宮崎商業

7 隈元　帆南 鹿児島実業高校

8 楠元　彩賀 泉ヶ丘高

9 田中　麻里奈 宮崎商業

10 脇　香菜子 鹿児島実業高校

11 高元　里奈 宮崎商業

12 中原　杏望 泉ヶ丘高

13 竹之内　咲紀 宮崎日大高校

14 内村　未空 泉ヶ丘高

15 猪野　ひなた 宮崎商業

16 福島　瑛実 宮崎商業

17 入江　彩花 泉ヶ丘高

18 籾木　歩美 大宮高校

1

福島　瑛実 宮崎商業

諌山　希梨 宮崎商業

池田　明里 泉ヶ丘高

楠元　彩賀 泉ヶ丘高

脇　香菜子 鹿児島実業高校

隈元　帆南 鹿児島実業高校

入江　彩花 泉ヶ丘高

内村　未空 泉ヶ丘高

井本　海帆 宮崎日大高校

竹之内　咲紀 宮崎日大高校

高元　里奈 宮崎商業

猪野　ひなた 宮崎商業

中原　杏望 泉ヶ丘高

中原　美里 泉ヶ丘高

德永　薫保 宮崎商業

松田　明与 宮崎商業
8

7

6

勝率 順位

5

井本　 竹之内 高元　 猪野　 中原　 中原　 德永　 松田　

4

3

2

1

内村　入江　 順位福島　 諌山　 池田　 楠元　 脇　香 隈元　

勝率 順位

順位

福島　 入江　 籾木　 勝敗

竹之内 内村　 猪野　 勝敗 勝率

勝敗 勝率脇　香 高元　 中原　

順位隈元　 楠元　 田中　 勝敗 勝率

勝敗 勝率德永　 中原　 諌山　

井本　 松田　 池田　 勝敗 勝率 順位

勝敗

勝敗 勝率

順位

順位

U18女子シングルス
3位決定戦

5位決定戦

U18女子ダブルス

3位決定戦

B

A

F

E

Ｄ

C

B

A
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