
主催 ： 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

公認 ： 九州テニス協会

後援 ： ㈱福岡放送

協賛 ： ㈱ダンロップスポーツマーケティング

◎
会場 ：大分スポーツ公園だいぎんテニスコート　（砂入り人工芝、アウトコート）

　　〒870-0126　大分市大字横尾1351番地　 TEL　097-528-7930
：大分市営駄ノ原テニスコート （砂入り人工芝、アウトコート）
　　〒870-0818　大分市大字駄ノ原 TEL 無し

◎ 問い合わせ先 ： 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会事務局  (担当：井上、 携帯080-6419-2756）
〒807-0803　北九州市八幡西区千代ヶ崎２丁目１１－１　　北九州ウエストサイドテニスクラブ　

ＴＥＬ　０９３－６０２－２６００　 ＦＡＸ　０９３－６０２－２６０５
①参加資格　：　各シリーズ大会共通

１８・１６・１４・１２・１０ シングルス Ｂｅｓｔ　３ 左記入賞者と実行委員会の認めた選手
１８・１６・１４・１２ ダブルス 優勝 はマスターズ大会に参加出来ます。
※上記確定枠以外の配分は、シリーズ(予選)大会の要項をご参照下さい。

②参加料 シングルス　　４，０００円（１名）　　・　　ダブルス　　４，０００円（１組）
③使用球 ダンロップ　フォート（但し、10才以下ｼﾝｸﾞﾙｽについては、スリクソン ステージ１グリーンボール使用）
④種　目 18・16・14・12・10才以下男女ｼﾝｸﾞﾙｽは24ドロー、18・16・14・12才以下男女ﾀﾞﾌﾞﾙｽは12ドロー
④試合方法

※ダブルスの全試合は、ファイナルセットでマッチタイブレーク(10ﾎﾟｲﾝﾄ)を採用します。
但し、１０才以下は、ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式の８ゲーム（８－８、タイブレーク）で行います。
（２）　セットブレーク方式を採用します。

⑤日　程
各種目
男子・女子

⑥受　付 ●１月３日（水)の受付時間
シングルス 1Ｒ
ダブルス 1Ｒ
シングルス 1Ｒ
ダブルス 1Ｒ
シングルス 1Ｒ
ダブルス 1Ｒ
シングルス 1Ｒ
ダブルス 1Ｒ

●１月４日（木）の受付時間
シングルス 2Ｒ
ダブルス 2Ｒ
シングルス 2Ｒ
ダブルス 2Ｒ
シングルス 2Ｒ
ダブルス 2Ｒ
シングルス 2Ｒ
ダブルス 2Ｒ

●１月５日（金）の受付時間

※1/３日～４日は大分ｽﾎﾟｰﾂ公園だいぎんテニスコートと、大分市営駄ノ原テニスコートの
　２会場で実施、１/５日～６日及び予備日７日は、全種目大分ｽﾎﾟｰﾂ公園テニスコートのみで実施予定。
※雨天等による運営状況により日程及び会場が変更となる場合があります。
※上記時間迄に受付を済ませて下さい。

⑦申込方法 各シリーズ大会でマスターズ出場権を獲得後、そのシリーズ会場の該当する種目最終日までに
申込書を提出して下さい。複数会場で取得された場合は、先に取得された会場のみ申込できます。
※参加料はマスターズ大会会場の受付時にお支払い下さい(お釣りが出ない様にご協力願います)。

⑧その他 （１） 1/2(火)=大会前日の練習コートはありません。
※大会期間中（1/3～6）の練習ｺｰﾄは、各会場8：05～8：20～8：35～8：50（15分×3ﾗｳﾝﾄﾞ)の予定です。
※練習コートを希望選手は、大会本部にてサインアップの上、利用してください。

（２） 九州ジュニアサーキット　マスターズ大会による九州大会選考基準の資格取得について
（イ）九州ジュニアテニス選手権大会

　１８・１６才以下のシングルス優勝者及びダブルス優勝組
　１４・１２歳以下のシングルス優勝・準優勝者、ダブルス優勝組

（ロ）全国選抜ジュニアテニス選手権大会九州地域予選
　１４・１２歳以下のシングルスＢｅｓｔ４以内

（ハ）全国小学生テニス選手権大会九州地域予選
　１２才以下のシングルスＢｅｓｔ４以内

※上記（イ）～（ハ）すべての大会において、各県予選大会に参加した者(組)に限る。
（３） マスターズ大会は、九州テニス協会ジュニアポイントランキング〔ｸﾞﾚｰﾄﾞＣ〕に認定されております。
（４） マスターズ大会ドローは、１２月３０日(土)までに『北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ』ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載します。

大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 １０才以下 　女子　シングルス　　1Ｒ＝９：００迄　　2Ｒ＝１０：００迄
大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 １０才以下 　男子　シングルス　　1Ｒ＝９：００迄　　2Ｒ＝１０：００迄

大分ｽﾎﾟｰﾂ公園
だいぎんテニス

コート

１８才以下 男子　　９：００迄 女子　　９：３０迄

１６才以下

大分市営
駄ノ原テニス

コート

１４才以下

１２才以下
男子　１１：００迄

女子　１０：３０迄

大分ｽﾎﾟｰﾂ公園
だいぎんテニス

コート

１８才以下

１６才以下

大分市営
駄ノ原テニス

コート

１４才以下

１２才以下

女子　　９：３０迄

男子　　９：００迄

男子　　９：００迄

１８～１２
才以下

予
備
日１０才以下 シングルス 1R～2R QF～F

シングルス

２０１８ 九 州 ジ ュ ニ ア テ ニ ス サ ー キ ッ ト （変更版）

《　マスターズ　大会要項　》

九州ジュニアテニスサーキット・マスターズ大会　　平成３０年１月３日（水）～６日（土）、予備日7日

（１）　トーナメント形式、シングルス全試合ノーアドバンテージ方式の３セットマッチ（６－６、タイブレーク）

年齢 1月7日種目 1月3日 1月4日

女子　１０：００迄

男子　１１：００迄

女子　１１：００迄
男子　１０：００迄

女子　１１：００迄

2R

女子　１１：３０迄
女子　　９：００迄

男子　１１：３０迄
女子　１０：３０迄

男子　１１：００迄
男子　１０：００迄

女子　１１：００迄

男子　　９：３０迄

男子　１１：００迄

女子　１１：３０迄

1月5日 1月6日
QF・SF

男子　　９：００迄

男子　１０：３０迄

1R 2R F

女子　１０：３０迄

女子　１１：００迄

男子　１０：３０迄
男子　　９：３０迄

男子　１１：３０迄

ダブルス 1R

女子　１０：３０迄
女子　１０：００迄

女子　　９：００迄

FSF



期日 　：　２０１８．　１．　３　～　２０１８．　１．　６ 　（予備日7日)

会場 　：　大分スポーツ公園だいぎんテニスコート
　：　大分市営駄ノ原テニスコート

　　主催　：　九州ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｻｰｷｯﾄ実行委員会 　共催　：　大　分　県　テ　ニ　ス　協　会
　　　　　：　北九州ウエストサイドテニスクラブ

　　公認　：　九　州　テ　ニ　ス　協　会 　　　　　：　佐　賀　県　テ　ニ　ス　協　会
　　　　　：　ス タ ー テ ニ ス ス ク ー ル

　　後援　：　株式会社　福岡放送 　　　　　：　鹿児島県　 テ　ニ　ス　協　会　
　　　　　：　佐世保ロ ー ン テ ニ ス ク ラ ブ

　　協賛　：　(株)ダンロップスポーツマーケティング 　　　　　：　宮　崎　県　テ　ニ　ス　協　会

（大分スポーツ公園）
年齢 性別 種目 ７日

シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

年齢 性別 種目 ７日
シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

シングルス
ダブルス

男 子 シングルス
女 子 シングルス

※1/3～4は、大分スポーツ公園だいぎんﾃﾆｽｺｰﾄと、大分市営駄ノ原ﾃﾆｽｺｰﾄの2会場で実施
※1/5～6、及び7日予備日は全種目共、大分スポーツ公園だいぎんテニスコートを使用予定
※1/2(火)=大会前日の練習コートはありません。
※大会期間中（1/3～6）の練習ｺｰﾄは、8：05～8:20～8：35～8：50(15分×3ﾗｳﾝﾄﾞ)を予定しております。
※練習コートを希望選手は、大会本部にてサインアップの上、利用してください。
※雨天等による運営状況により、日程及び会場が変更となる場合があります。

（会場よりのお願い）　選手、引率者ともに守って下さい。
　　※通路や駐車場でのボレーボレーなどの練習は禁止しています。
　　※ゴミは必ずお持ち帰り下さるようお願い致します。朝来た時と同じ状態で帰りましょう。

１Ｒ

１４才以下

１２才以下

女 子

女 子

１Ｒ
男 子

１Ｒ

男 子

━
１Ｒ
１Ｒ

━
１０才以下

１月５日（金）
ＱＦ・ＳＦ

SF２Ｒ
ＱＦ・ＳＦ

２Ｒ

１月４日（木）

１Ｒ ２Ｒ

SF

１Ｒ

１Ｒ

１Ｒ
２Ｒ

１Ｒ
１Ｒ

１Ｒ

１月３日（水）
（駄ノ原テニスコート）

２Ｒ
１月４日（木）

１８才以下

１６才以下

１Ｒ
２Ｒ

男 子

女 子

１Ｒ

２Ｒ１Ｒ
女 子

第３４回　九州ジュニアテニスサーキット

《 マスターズトーナメント 》

【　大　　会　　日　　程　】

F
１月６日（土）

２Ｒ

男 子

１月３日（水）

予
備
日

２Ｒ

━

F

２Ｒ

２Ｒ
２Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

２Ｒ

ＱＦ・ＳＦ

F

SF

SF
ＱＦ・ＳＦ

F

SF

予
備
日

F

F

（大分スポーツ公園）

ＱＦ～Ｆ

（大分スポーツ公園）

１月５日（金）

F

FＱＦ・ＳＦ

F

SF
ＱＦ・ＳＦ

１月６日（土）

F

１Ｒ
SF

ＱＦ・ＳＦ
F

F

━ １Ｒ～２Ｒ

ＱＦ・ＳＦ

F

F

F

F
１Ｒ～２Ｒ

SF
ＱＦ～Ｆ



（１）集合時間
Ａ 　大会日程及び、受付時間（大会要項に記載）のところで確認して下さい。
Ｂ 　雨天の場合でも、指定された時間には集合して下さい。雨間をみて強行する場合

　　があります。
Ｃ 　日程については選手自身で確認し、変更の場合不明な点は大会役員に確認して

　　下さい。
Ｄ 　棄権の際は、お電話による連絡の上で、所定の欠場届けフォームに必要事項を記載し、

　　事務局へ前日までにＦＡＸ or Ｅメールにて送付して下さい。【事務局 担当：井上・村雲】
　　※ﾏｽﾀｰｽﾞ大会欠場届けﾌｫｰﾑは、北九州ｳｴｽﾄ　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして下さい。
 　　ＴＥＬ093-602-2600　　　ＦＡＸ 093-602-2605  Ｅﾒｰﾙ event@westsidetc.co.jp

（２）受　付
Ａ 　大会日程・会場及び受付時間を確認し、指定された受付時間迄にエントリーを済ませて

　　下さい。
Ｂ 　進行板で順序・相手の名前・コート番号を確認し、前の試合が終了する前に指定コート

　　付近にいて、試合終了後ただちに相手を確認してコートに入って下さい。
Ｃ 　マイクでの呼び出しはしませんので、試合進行に注意してください。

（３）試　合
Ａ

　※ダブルスの全試合、ファイナルセットはマッチタイブレーク(10ﾎﾟｲﾝﾄ)を採用します。
　但し、１０才以下は、ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式の８ゲーム（８－８、タイブレーク）で行います。
　　（ノーアドバンテージ方式及びタイブレークの方法はパンフレットに明記いたして
　　　おりますので事前に必ず読んでコートにお入り下さい。）

Ｂ 　全試合セルフジャッジですので、セルフジャッジの守るべきルールと方法を確認して
　　下さい。
　　トラブルの発生した場合にはレフェリー・アシスタントレフェリー又はロービング
　　アンパイアの指示で行動して下さい。またそれ以外の指示は受けない様にして下さい。

Ｃ 　試合結果は勝者がボールを持って大会本部に報告して下さい。
Ｄ 　セットブレーク方式を採用します。
Ｅ 　(財)日本テニス協会　公式トーナメント競技規則に定めるテニスウェアとします。

（４）ウォーミングアップ
Ａ 　1/2(火)=大会前日の練習コートはありません。

　※大会期間中（1/3～6）の練習ｺｰﾄは、8：05～8：20～8：35～8：50(15分×3ﾗｳﾝﾄﾞ)
　　を予定しております。

　 　※練習コートを希望選手は、大会本部にてサインアップの上、利用してください。
B 　試合開始前のウォーミングアップはサービス４本とします。

（５）その他
Ａ 　手荷物、貴重品の管理は各自で行って下さい。
Ｂ 　各会場を汚さない様に各自注意して下さい。

　　当大会は公共の施設を利用します、ゴミは各自でお持ち帰り下さい。
Ｃ 　各会場内ではレフェリー・アシスタントレフェリー又はロービングアンパイアの指示に

　　従って下さい。<保護者、選手共>
Ｄ 　マスターズ大会18～12才以下の男女シングルス優勝者は、平成30年6月30日～7月1日

　　宮崎県にて実施予定の、『第1回九州ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｻｰｷｯﾄ選抜合宿』への参加権が
　　授与されます。※ダンロップ契約プロ指導、参加料・宿泊費・合宿中の食事などは無料。
　　現地集合&解散の交通費は自己負担。詳細は、該当者へ郵送にて案内予定です。
　　※会場・日程及び実施内容は調整中の為、変更となる場合がございます。

大 会 注 意 事 項

　シングルス全試合ノーアドバンテージ方式の３セットマッチ（６－６、タイブレーク）

mailto:event@westsidetc.co.jp#


u－18男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－18男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

藤浪 巧 (海星高) 岩本 泰地 (大分舞鶴高)
甲斐 光汰 (海星高) 其田 怜 (大分舞鶴高)

有浦 利起 (福徳学院高) 辻 陽平 (鹿児島実業高)
奥本 颯馬 (福徳学院高) 堀口 心夢 (鹿児島実業高)

羽生 竜聖 (鳳凰高校) 星野 颯斗 (筑陽学園高校)
山口 柚希 (ドリ－ムＴＳ) 森 健太郎 (筑陽学園高校)

田畑 佑馬 (海星高) 渡邉 晃大 (大分舞鶴高)
落石 倫 (海星高) 野田 成佑 (大分舞鶴高)

力武 颯也 (鳳凰高校) 梶原 颯大 (折尾愛真高)
加藤 航 (鳳凰高校) 廣島 朋哉 (折尾愛真高)

米倉 拓海 (鹿児島実業高) 八郷 克 (鳳凰高校)
道込 祐聖 (鹿児島実業高) 森田 凌矢 (鳳凰高校)

補欠1

補欠2

補欠3

Ｆ ＳＦ

(ＭＴＦ)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 八郷 克 (鳳凰高校) 其田 怜 (大分舞鶴高) 13

2 力丸 暉 (海星高) 田畑 佑馬 (海星高) 14

3 北村 悠 (ファインヒルズTC) 小川 凌 (鹿児島実業高) 15

4 梶原 颯大 (折尾愛真高) 山田 大誓 (熊本マリスト学園) 16

5 藤浪 巧 (海星高) 野内 綾太 (長崎東高) 17

6 辻 陽平 (鹿児島実業高) 森田

有浦

凌矢 (鳳凰高校) 18

7 山口 柚希 (ドリ－ムＴＳ)

(福徳学院高) 20

田中 翔 (海星高) 19

1

利起8 廣島 朋哉 (折尾愛真高)

(大分豊府高校)

7

2 8

3 9

4

補欠

10

田中 翔 (海星高)
野田 義樹 (海星高)

倫 (海星高)

藍澤 友輝

9 前川 政太郎 (熊本工業高校)

10 羽生

力武 颯也

堀口 心夢

野田 義樹 (海星高) 22

12 野田 成佑 (大分舞鶴高)

竜聖 (鳳凰高校)

11 落石 (鹿児島実業高) 23

森 健太郎 (筑陽学園高校) 24

(鳳凰高校)

5

川崎 絢太 (筑陽学園高校)

6

11

12

坂田 空冴

21



u－18女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－18女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

中島 つぐみ (福徳学院高) 古賀 里奈 (致遠館高)
臺 涼華 (福徳学院高) 中村 友紀 (致遠館高)

冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 小野 祐嘉 (折尾愛真高)
浅谷 　梨子 (鹿児島純心高) 林 明日香 (折尾愛真高)

白谷 美佳 (折尾愛真高) 木本 海夢夏 (ラフ)
福田 優 (折尾愛真高) 山本 未来 (福岡パシフィック)

空久保 果音 (鳳凰高校) 山口 倫慧綺 (鹿児島純心高)
中村 香里 (鳳凰高校) 佐々木 舞帆 (鹿児島純心高)

松本 瑞希 (熊本学園大付高) 田上 慧 (鳳凰高校)
木庭 千紘 (熊本学園大付高) 佐藤 有優 (鳳凰高校)

鞍垣 絢 (筑紫丘高) 牛尾 成美 (九州文化学園高)
紫藤 優菜 (筑紫丘高) 若林 芽衣 (九州文化学園高)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 牛尾 成美 (九州文化学園高) 白谷 美佳 (折尾愛真高) 13

2 浅谷 梨子 (鹿児島純心高) 本田 恵琉 (九州文化学園高) 14

3 香川 涼 (筑陽学園高校) 15

4 空久保 果音 (鳳凰高校) 古賀 里奈 (致遠館高) 16

5 藤永 笑子 (長崎ゼロックス) 木庭 千紘 (熊本学園大付高) 17

6 大坪 花 (ファインヒルズTC) 木本 海夢夏 (ラフ) 18

7 鞍垣 絢 (筑紫丘高) 中村 香里 (鳳凰高校) 19

8 佐藤 有優 (鳳凰高校) 山本 未来 (福岡パシフィック) 20

9 若林 芽衣 (九州文化学園高) 柴藤 優菜 (筑紫丘高) 21

10 冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 村山 瑠菜 (折尾愛真高) 22

11 松本 瑞希 (熊本学園大付高) 中濱 友希 (鹿児島実業高) 23

12 中島 つぐみ (福徳学院高)

(福徳学院高)

荒武 芽菜 (宮崎商業高校) 24

補欠1 宮崎 優空 (熊本工業高校)

ＳＦ

1

補欠2 山口 倫慧綺 (鹿児島純心高)

補欠3

2

9

7

5

8

3

6 12

4 10

11

田上 慧 (鳳凰高校)

Ｆ

河野 海来



u－16男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－16男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 宮本 汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高)
井上 亜希斗 (ラフ) 笠原 弘人 (ＲＫＫルーデンス)

宮田 陸 (グランディール) 梁瀬 大輔 (筑陽学園高校)
中村 勇伍 (グランディール) 村上 真優 (ＢＳＳＡ久留米)

堤野 竜司 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 太田 翔 (佐世保ＬＴＣ)
植田 涼太 (キングフィッシャー) 須佐 飛翔 (EARNEST T.A)

鈴木 蒼平 (北九州ウエスト) 森脇 幸星 (Ｍテニス)
太田 佳人 (ファーストジュニア) 神園 凌志 (ＭＪＴＣ)

原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ) 秋吉 晴太 (ＮＴＣクラブ)
橋田 翔太 (テニスＤＩＶＯ) 川上 大貴 (EARNEST T.A)

下田 一輝 (スター熊本庭球塾) 中川 友 (海星高)
川尻 大空 (スター熊本庭球塾) 井﨑 雄一 (マルヨシ商会)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 中川 友 (海星高) 井上 亜希斗 (ラフ) 13

2 副田 太樹 (テニスＤＩＶＯ) 大串 真也 (佐世保ＬＴＣ) 14

3 上原 幹太 (ＡＴＡ) 植田 涼太 (キングフィッシャー) 15

4 川端 将暉 (鳳凰高校) 下田 一輝 (スター熊本庭球塾) 16

5 本嶋 風太 (筑陽学園高校) 田志 祐輝 (北九州ウエスト) 17

6 笹渕 力 (ルーセントTA熊本) 宮田 陸 (グランディール) 18

7 稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 宮本 汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高) 19

8 原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ) 井﨑 雄一 (マルヨシ商会) 20

9 森田 賢弥 (グランディール) 鈴木 蒼平 (北九州ウエスト) 21

10 鳥井 俊作 (北九州ウエスト) 泊口 啓樹 (Teamくろまめ) 22

11 太田 佳人 (ファーストジュニア) 逆瀬川 隼 (油山ＴＣ) 23

12 須佐 優翔 (EARNEST T.A) 太田 翔 (佐世保ＬＴＣ) 24

補欠1 川尻 大空 (スター熊本庭球塾)

補欠2 堤野 竜司 (海の中道Ｍ＆Ｔ)

補欠3 岩原 健斗 (ドリームＴＳ)

Ｆ ＳＦ

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

補欠 田所 蓮曹 (ラフ)
鈴木 晴太 (ラフ)



u－16女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－16女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

元山 未優 (鳳凰高校) 紫村 文音 (アサヒ緑健久山TC)

中村 姫乃 (佐世保ＬＴＣ) 床田 真唯 (グランディール)

蓑田 さくら (ＪＯＧ’Ｓ) 後藤 悠月 (ウェボＴＳ)
宮崎 和花 (ＳＯＩＡＲＥ) 高橋 光 (ＯＴＣ)

藤 ひなた (海の中道Ｍ＆Ｔ) 平石 琳音 (鹿児島純心高)
秦 芽生 (福岡パシフィック) 大山 真由 (鹿屋ＳＳＴ)

済陽 笑美花 (ライジングサンHJC) 溝添 真菜 (ＡＣＴながさき)
長友 愛 (ライジングサンHJC) 後藤 綾伽 (ラフ)

丸山 華音 (丸山Ｔ.Ｔ.Ｃ) 山田 桃華 (伊集院Jクラブ)
福岩 莉子 (エアポートTC) 大久保 真央 (伊集院Jクラブ)

糸山 日菜 (ファインヒルズJr) 平原 彩香 (九州文化学園高)
森 ゆきの (木下庭球塾) 中村 倫花 (九州文化学園高)

補欠 堀江 菜実 (ドリ－ムＴＳ)
杉田 千紘 (ロケーション)

11

6 12

4 10

5

8

3 9

7

2

Ｆ ＳＦ

1

補欠2 武藤 ひまり (ＧＣＳアカデミー)

補欠3 宇戸田 こはく (ロイヤルJr)

枡富 あやめ (九州文化学園高) 24

補欠1 香月 琴菜 (佐賀ＧＴＣ)

百華 (テニスＤＩＶＯ) 23

12 大﨑 みらの (北九州ウエスト)

桃華 (伊集院Jクラブ) 22

11 中村 倫花 (九州文化学園高) 臺

10 杉田 千紘 (ロケーション) 山田

安東 琴 (アサヒ緑健久山TC) 21

大山 真由 (鹿屋ＳＳＴ) 20

9 後藤 綾伽 (ラフ)

彩夏 (ＲＫＫルーデンス) 19

8 福元 千依吏 (鹿屋ＳＳＴ)

7 済陽 笑美花 (ライジングサンHJC) 倉岡

小無田 栞 (長崎ゼロックス) 18

ひなた (海の中道Ｍ＆Ｔ) 17

6 平原 彩香 (九州文化学園高)

菜実 (ドリ－ムＴＳ) 16

5 中村 姫乃 (桜が原中学校) 藤

4 長友 愛 (ライジングサンHJC) 堀江

糸山 日菜 (ファインヒルズJr) 15

染矢 美来 (ロイヤルJr) 14

3 西 奈瑠美 (伊集院Jクラブ)

芽生 (福岡パシフィック) 13

2 高橋 英 (大原ＴＣ)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 元山 未優 (鳳凰高校) 秦



u－14男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－14男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大神 照太 (北九州ウエスト) 萩尾 翼 (風Ｊｒ)
伊藤 飛翔 (筑紫野ＬＴＣ) 中原 健士郎 (風Ｊｒ)

二宮 煌太 (ＴＩＰ) 小山 絵世 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)
糸永 龍矢 (EARNEST T.A) 南 晴空 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)

餅原 毅 (Ｍ　テニス) 正木 康喜 (ラフ)
本薗 慶人 (伊集院Jクラブ) 前田 優 (ラフ)

三溝 真人 (佐賀ＧＴＣ) 下田 大翔 (スター熊本庭球塾)

俵 久倖 (佐賀ＧＴＣ) 坂本 日色 (ルーセントTA熊本)

是永 息吹 (ライジングサンHJC) 渡邉 陽太 (テニスＤＩＶＯ)
田村 亮佑 (シーガイアＴA) 関根 大耀 (春日西ＴＣ)

永村 優翔 (ＡＴＡ) 川口 敦史 (佐世保ＬＴＣ)
山﨑 壮真 (ＡＴＡ) 福森 功一郎 (長崎ゼロックス)

補欠 荒木 仁功郎 (長崎中学校)
一瀬 拓実 (ＳＮＴＣ)

11

6 12

4 10

5

8

3 9

7

2

Ｆ ＳＦ

1

補欠2 下田 大翔 (スター熊本庭球塾)

補欠3 荒木 仁功郎 (長崎中学校)

24

補欠1 田村 亮佑 (シーガイアＴA)

慶人 (伊集院Ｊクラブ) 23

10

12 伊藤 飛翔 (筑紫野ＬＴＣ)

川竹 勇伍 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

21

(佐賀ＧＴＣ) 22

11 南 晴空 (ＴＥＡＭ-Ⅰ) 本薗

花田 海翔 (テニスＤＩＶＯ)

三溝

宮本 卓実 (シーガイアＴA)

真人

20

9 川口 敦史 (佐世保ＬＴＣ)

樹市 (福岡パシフィック) 19

8 二宮 煌太 (ＴＩＰ)

7 前田 優 (ラフ) 斎藤

正木 康喜 (ラフ) 18

毅 (Ｍ　テニス) 17

6 中原 健士郎 (風Ｊｒ)

優希 (折尾愛真中) 16

5 髙妻 蘭丸 (日向学院中学校) 餅原

4 髙田 快 (ラフ) 堤

関根 大耀 (春日西ＴＣ) 15

一瀬 拓実 (ＳＮＴＣ) 14

3 中島 大和 (臼杵ジュニア)

2 福森 功一郎 (長崎ゼロックス)

(北九州ウエスト) 坂本 日色 (ルーセントTA熊本) 13

永村 優翔 (ＡＴＡ)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 大神 照太



u－14女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－14女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

上田 真鈴 (ドリ－ムＴＳ) 大蔵 好花 (北九州ウエスト)
清水 真央 (油山ＴＣ) 賀久 響 (北九州ウエスト)

古長 果歩 (ウェボＴＳ) 山田 彩乃 (清鈴クラブ)
佐伯 心結 (ラフ) 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)

川上 くるみ (風Ｊｒ) 安髙 日渚莉 (ルーセントTA熊本)

末吉 彩望 (南島原ｼﾞｭﾆｱ) 梅田 萌果 (クラージュTS)

長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ) 矢野 瑞希 (日向学院中)
小林 杏菜 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 長友 優音 (シーガイアＴA)

前橋 莉音 (鹿屋ＳＳＴ) 渡邊 彩花 (マルヨシ商会)
須山 夏菜 (鹿屋ＳＳＴ) 安藤 夏葵 (マルヨシ商会)

住吉 凜 (ラフ) 野口 愛菜 (ＯＴＣ)
渡邉 華凜 (ロケーション) 伊賀上 瑛穂 (ラフ)

補欠 太田 葵 (佐世保ＬＴＣ)
中山 碧泉 (長崎大学附属中)

11

6 12

4 10

5

8

3 9

7

2

Ｆ ＳＦ

1

補欠2 十川 仁美 (シーガイアＴA)

補欠3 中山 碧泉 (長崎大学附属中)

安髙 日渚莉 (ルーセントTA熊本) 24

補欠1 福島 菜未 (テニスネットかごしま)

果歩 (ウェボＴＳ) 23

12 大蔵 好花 (北九州ウエスト)

菜摘 (テニスＤＩＶＯ) 22

11 水口 愛果 (テニスＤＩＶＯ) 古長

10 住吉 凜 (ラフ) 小田

上田 真鈴 (ドリ－ムＴＳ) 21

古野 ももか (グローバルアリーナ) 20

9 中野 翔七 (ファインヒルズTC)

萌果 (クラージュTS) 19

8 山田 彩乃 (清鈴クラブ)

7 野口 愛菜 (ＯＴＣ) 梅田

小林 杏菜 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 18

季子 (ライジングサンHJC) 17

6 渡邊 彩花 (マルヨシ商会)

珠璃 (福岡パシフィック) 16

5 渡邉 華凜 (ロケーション) 益山

4 柳原 花音 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 森

安藤 夏葵 (マルヨシ商会) 15

清水 真央 (油山ＴＣ) 14

3 仲町 眞由子 (油山ＴＣ)

瑛穂 (ラフ) 13

2 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ) 伊賀上



u－12男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－12男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

松永 朔太郎 (ＴＩＮ) 児島 龍太郎 (長崎ＴＬＤ)
武藤 守生 (福岡パシフィック) 太田 周 (佐世保ＬＴＣ)

坪田 稜生 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 上村 秀蔵 (ドリ－ムＴＳ)
岩本 翔広 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 岩原 剛志 (ドリ－ムＴＳ)

高橋 彪馬 (ラフ) 鵜狩 良仁 (伊集院Jクラブ)
松尾 匠翔 (ラフ) 岩切 晴哉 (伊集院Jクラブ)

笹川 祐輝 (伊集院Jクラブ) 宮里 琉星 (ＴＣμ)
福島 玄輝 (テニスネットかごしま) 田口 慎太郎 (ＴＣμ)

久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 吉武 真輝 (グローバルアリーナ)

南 伊織 (ＲＫＫルーデンス) 原中 優真 (筑紫野ＬＴＣ)

栄 圭吾 (ドリ－ムＴＳ) 前山 佑太 (木下庭球塾)
大野 孔雅 (筑紫野ＬＴＣ) 田代 修渡 (木下庭球塾)

補欠 安藤 大和 (マルヨシ商会)
大坪 勇翔 (風Ｊｒ)

11

6 12

4 10

5

8

3 9

7

2

Ｆ ＳＦ

1

補欠2 小野 奏吾 (エルグ・テクノ)

補欠3 秋山 直毅 (ドリ－ムＴＳ)

松永 朔太郎 (ＴＩＮ) 24

補欠1 湯谷 綸久 (ＫＴＣ)

洸士郎 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 23

12 太田 周 (佐世保ＬＴＣ)

龍太郎 (長崎ＴＬＤ) 22

11 中林 宗一郎 (ＶＩＶＡファミリア) 小林

10 久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 児島

福島 玄輝 (テニスネットかごしま) 21

栄 圭吾 (ドリ－ムＴＳ) 20

9 豊田 亮太 (ロケーション)

祐輝 (伊集院Jクラブ) 19

8 大坪 勇翔 (風Ｊｒ)

7 前山 佑太 (木下庭球塾) 笹川

浅田 紘輔 (ライジングサンHJC) 18

柊太 (福岡パシフィック) 17

6 宮里 琉星 (ＴＣμ)

烈 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 16

5 大野 孔雅 (筑紫野ＬＴＣ) 嶽村

4 相島 悠吾 (福岡パシフィック) 菊竹

佐藤 仁星 (ルーセントTA熊本) 15

沼口 昇永 (グランディール) 14

3 鵜狩 良仁 (伊集院Jクラブ)

彪馬 (ラフ) 13

2 北島 聖士 (ＢＳＳＡ久留米)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 武藤 守生 (福岡パシフィック) 高橋



u－12女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－12女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

中原 妃那 (風Ｊｒ) 平原 凛子 (テニスＤＩＶＯ)
山内 美弥 (風Ｊｒ) 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ)

荒巻 美結 (スター熊本庭球塾) 高倉 奈央 (ラフ)
倉岡 帆花 (スター熊本庭球塾) 深町 友実加 (ラフ)

吉重 ななこ (サングリーンJr) 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本)

平岡 里彩 (エアポートＴＣ) 水口 由貴 (クリーンビレッジTC)

毛利 空 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ)
井上 菜々未 (ＴＴＵ) 隈元 にこ (伊集院Jクラブ)

岸本 聖奈 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 髙見 葵 (マルヨシ商会)
安廣 有純 (北九州ウエスト) 芳野 里帆 (長崎ゼロックス)

工藤 里菜 (ラフ) 嘉数 ちひろ (ＴＣμ)
姫野 蘭 (大分Jｒ) 宇都宮 早絵 (ＴＣμ)

補欠 福田 紗月 (ＴＥＡＭ Ｆ)
小田 凛花 (ＳＮＴＣ)

11

6 12

4 10

5

8

3 9

7

2

Ｆ ＳＦ

1

補欠2 高田 朋実 (チームエリート)

補欠3 最上川 奈緒 (ＫＴＣ)

岸本 聖奈 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 24

補欠1 嘉数 ちひろ (ＴＣμ)

凛子 (テニスＤＩＶＯ) 23

12 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本)

蘭 (大分Ｊｒ) 22

11 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ) 平原

10 隈元 にこ (伊集院Jクラブ) 姫野

美山 くらら (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 21

後藤 彩心 (ウェボＴＳ) 20

9 草場 椎奈 (ＩＴＳ九州)

里菜 (ラフ) 19

8 毛利 空 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

7 吉重 ななこ (サングリーンＪｒ) 工藤

安廣 有純 (北九州ウエスト) 18

音羽 (ＢＳＳＡ久留米) 17

6 井上 菜々未 (ＴＴＵ)

唯乃 (シーガイアＴA) 16

5 福田 紗月 (ＴＥＡＭ Ｆ) 森

4 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ) 前原

松岡 栞里 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 15

水口 由貴 (クリーンビレッジTC) 14

3 藤井 柚 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

妃那 (風Ｊｒ) 13

2 平岡 里彩 (エアポートＴＣ)
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1 木河 優 (ｔｅａｍ.縁) 中原



u－10男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

u－10女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

補欠2 奧江 彩良 (シーガイアＴA)

補欠3 中村 葵 (筑紫野ＬＴＣ)

石橋 空 (ドリ－ムＴＳ) 24

補欠1 松本 桃華 (福岡パシフィック)

彩蘭 (鹿屋ＳＳＴ) 23

12 田中 聖香 (ＩＴＳ九州)

万智 (ラフ) 22

11 林 愛里咲 (ＳＴＴ) 隈元

10 矢田 陽 (風Ｊｒ) 髙倉

小林 千紘 (福岡パシフィック) 219 水上 睦稀 (グローバルアリーナ)

川内 梨央 (ＧＣＳアカデミー) 20

坂井 星南 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 19

8 竹内 碧彩 (マルヨシ商会)

7 山本 楓 (ＧＣＳアカデミー)

田中 咲樂 (EARNEST T.A)

坪井 舞央 (コロニーグローブ)

(佐世保ＬＴＣ)

揚野 ひかり (枕崎海の子ＴＣ) 内野 優里 (伊集院Jクラブ)

餅原 理香子 (鹿屋ＳＳＴ) 山髙 心慎

蒼空 (春日西ＴＣ)

矢野 ひまり (T-style26TC) 田志 こころ (グローバルアリーナ)

6 18加藤 聖菜 (グランディール)

小崎 麻衣 (福岡パシフィック)

4 16

5

14

3 15

17

13

2

F

1 光成 七優 (ライジングサンHJC) 石井

補欠2 村山 貴哉 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

秋山 大樹 (クリーンビレッジTC) 24

補欠1 濵田 隼 (ライジングサンHJC)

新 (えびのＪｒ) 23

12 隈元 一希 (伊集院Jクラブ)

泰士 (T-style26TC) 22

11 小川 凌駕 (筑紫野ＬＴＣ) 川崎

10 坂本 昇太朗 (ルーセントTA熊本) 桑原

原島 侑作 (テニスＤＩＶＯ) 21

花田 竜之介 (グランディール) 20

9 山地 凰介 (ドリ－ムＴＳ)

奏志 (福岡パシフィック) 19

8 水野 登琶 (ラフ)

7 井料田 翔 (ライジングサンHJC) 黒木

西 美晴 (ドリ－ムＴＳ) 18

治輝 (大原ＴＣ) 17

6 床田 隼都 (グランディール)

武嶺 (ジョイパークＴＣ) 16

5 立本 一惺 (コロニーグローブ) 槇

4 本田 晴人 (柳高ジュニアＴＣ) 池田

本薗 諒人 (伊集院Jクラブ) 15

大浦 蔵一 (ライジングサンHJC) 14

3 寺田 彩人 (海の中道Ｍ＆Ｔ)

悠生 (ＳＴＴ) 13

2 西尾 樹 (ＳＴＴ)
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1 古川 蒼空 (シーガイアＴA) 鹿島


