
u－18男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

12

1 八郷 14 田畑

2 力丸 14 田畑

1 八郷 18 森田

5 藤浪 16 山田

5 藤浪 18 森田

12 野田 18 森田

7 山口 19 田中

9 前川 20 有浦

12 野田 24 森

11 落石 23 堀口

12 野田 24 森

u－18男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

藤浪 巧 (海星高) 辻 岩本 泰地 (大分舞鶴高)
甲斐 光汰 (海星高) 藤浪 星野

堀口 其田 怜 (大分舞鶴高)

有浦 利起 (福徳学院高) 羽生
甲斐 森 辻 陽平 (鹿児島実業高)

奥本 颯馬 (福徳学院高) 山口 堀口 心夢 (鹿児島実業高)

羽生 竜聖 (鳳凰高校) 藤浪 八郷 星野 颯斗 (筑陽学園高校)
山口 柚希 (ドリ－ムＴＳ) 甲斐 森田 森 健太郎 (筑陽学園高校)

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

田畑
八郷

廣島 野田 成佑 (大分舞鶴高)

力武 颯也 (鳳凰高校) 力武
落石 森田

梶原 颯大 (折尾愛真高)
加藤 航 (鳳凰高校) 加藤 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)

6162

9

6426

補欠1

補欠2

補欠3

Ｆ ＳＦ

八郷

(ＭＴＦ)

5

6264

4

4662

1

6163

[10-5]

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)
野田

其田

2 力丸 暉 (海星高)
6264

田畑

小川 凌

怜 (大分舞鶴高) 13

76(0)63

大誓 16

佑馬 (海星高) 14

3 北村 悠 (ファインヒルズTC)
467563

野内 綾太

(鹿児島実業高) 15
76(3)62

4 梶原 颯大 (折尾愛真高) 山田

陽平 (鹿児島実業高)

6463

753664

5 藤浪 巧 (海星高)

(熊本マリスト学園)

森田

有浦

凌矢 (鳳凰高校) 18

20

19

(長崎東高) 17

7 山口 柚希 (ドリ－ムＴＳ)

6

(福徳学院高)

田中 翔 (海星高)

辻

1

森田

3

利起8 廣島 朋哉 (折尾愛真高)

(大分豊府高校)

7

2
6275

8

8

3664

121

3 9
76(2)64

12

6364
114

[10-8]

補欠

10

田中 翔 (海星高)
野田 義樹 (海星高)

6236
12

友輝

9 前川 政太郎 (熊本工業高校)

10 羽生

12

心夢
634663 6160

野田 義樹

6475 6476(5)

6462

6062

466364

6275

640675

野田 成佑 (大分舞鶴高)

竜聖 (鳳凰高校)

5

川崎 絢太 (筑陽学園高校)

366462

7562

11 (海星高)

藍澤

(海星高) 22

7575

576061

632664

6161

力武 颯也

堀口落石 倫

坂田 空冴

21

(鹿児島実業高) 23

森 健太郎

(鳳凰高校)

6263

6162

[11-9]

[10-2]

6

11

12

6263

(筑陽学園高校) 24



u－18女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

18

1 牛尾 14 本田

3 田上 14 本田

1 牛尾 18 木本

5 藤永 16 古賀

6 大坪 18 木本

1 牛尾 18 木本

7 鞍垣 20 山本

8 佐藤 20 山本

7 鞍垣 20 山本

11 松本 22 村山

12 中島 24 荒武

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 古賀 里奈 (致遠館高)
臺 涼華 (福徳学院高)

中島
木本

中村 中村 友紀 (致遠館高)

冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 冨濱
臺 山本 小野 祐嘉 (折尾愛真高)

浅谷 　梨子 (鹿児島純心高) 浅谷 林 明日香 (折尾愛真高)

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

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

鞍垣
田上

佐藤 佐々木 舞帆 (鹿児島純心高)

松本 瑞希 (熊本学園大付高) 鞍垣
紫藤 佐藤

田上 慧 (鳳凰高校)
木庭 千紘 (熊本学園大付高) 紫藤 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)

[10-6]

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)
木本

白谷 美佳 (折尾愛真高) 13

2 浅谷 梨子 (鹿児島純心高)
6362 266275

本田 恵琉 (九州文化学園高) 14

3
6060 466161

香川 涼 (筑陽学園高校) 15
366262 6375

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)
76(5)62 615763

木庭 千紘 (熊本学園大付高) 17
7576(5) 6364

6 大坪 花 (ファインヒルズTC) 木本 海夢夏 (ラフ) 18
6363 6462

6363

香里 (鳳凰高校) 19

20

7 鞍垣 絢 (筑紫丘高) 中村

6061

(九州文化学園高)
6175

8 佐藤 有優 (鳳凰高校)

優菜 (筑紫丘高) 21
635764 576261

山本 未来 (福岡パシフィック)

10 冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 村山

6264
柴藤9 若林 芽衣

瑠菜 (折尾愛真高) 22

11 松本 瑞希 (熊本学園大付高)
753675 6076(4)

中濱 友希 (鹿児島実業高) 23
3676(5) 6163

12 中島 つぐみ (福徳学院高) 荒武 (宮崎商業高校) 24

補欠1 宮崎 優空 (熊本工業高校)

補欠2 山口 倫慧綺 (鹿児島純心高)

補欠3

芽菜
64

(福徳学院高)

2 2
6163

ＳＦ

1 1 中島 7

9

[10-2]

7

1

臺
9

11 10

6

5 6

8
W.O 6076(3)

3
6275

6161
11

6462

11

6
6464

12

4
6260 3664

河野 海来

1 9

6167(5)[10-4]

6361

田上 慧 (鳳凰高校)

2676(2)

Ｆ



u－16男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

24

1 中川 15 植田

3 上原 15 植田

5 本嶋 18 宮田

5 本嶋 16 下田

5 本嶋 18 宮田

5 本嶋 24 太田

川尻 大空 (スター熊本庭球塾)

稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 8 原口 21 鈴木

8 原口 21 鈴木

11 太田 24 太田

11 太田 23 逆瀬川

11 太田 24 太田

u－16男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

田所 蓮曹 (ラフ)
鈴木 晴太 (ラフ) 宮本

稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 笠原
井上 亜希斗 (ラフ) 堤野 太田

宮田 陸 (グランディール) 堤野
植田 須佐

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

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

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

鈴木 中川
神園 神園 凌志 (ＭＪＴＣ)

原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ) 原口
太田 井﨑

秋吉 晴太 (ＮＴＣクラブ)
橋田 翔太 (テニスＤＩＶＯ) 橋田 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)

1

76(6)46
[10-4]

7
笠原 弘人 (ＲＫＫルーデンス)
宮本 汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高)

2

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)
太田

井上

大串 真也 (佐世保ＬＴＣ)2 副田 太樹 (テニスＤＩＶＯ)
6263 621664

亜希斗 (ラフ) 13

涼太 (キングフィッシャー) 15

14

下田

2663 6162

6175
植田

466060

(スター熊本庭球塾) 16一輝

3 上原 幹太 (ＡＴＡ)

4 川端 将暉 (鳳凰高校)

5 本嶋 風太 (筑陽学園高校)
6375 6362

366462

(グランディール) 18
167563 76(4)61

祐輝 (北九州ウエスト) 17
6061

田志

陸

7 宮本

宮田6 笹渕 力 (ルーセントTA熊本)

(グランディール)
6062

汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高) 19

8 原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ)
6162

蒼平 (北九州ウエスト) 21
6162 6264

井﨑 雄一 (マルヨシ商会) 20
7564

10 鳥井 俊作 (北九州ウエスト) 泊口

613663
鈴木9 森田 賢弥

啓樹 (Teamくろまめ) 22

11 太田 佳人 (ファーストジュニア)
625761 6360

逆瀬川 隼 (油山ＴＣ) 23
644663 6162

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)

3 8
6363 6475

3

7
須佐

9

4
6326 76(0)

10 10

76(6)

補欠 田所 蓮曹 (ラフ)
鈴木 晴太

4 12

5

12

5
6262

11
6363 6260

(ラフ)

9

Ｆ ＳＦ

6
6363

3
6361

3 9

6363

6264

太田9

[10-8] 76(4)



u－16女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 元山 13 秦

3 西 15 糸山

1 元山 16 堀江

5 中村 16 堀江

6 平原 16 堀江

1 元山 24 枡富

7 済陽 19 倉岡

9 後藤 21 安東

7 済陽 24 枡富

11 中村 22 山田

11 中村 24 枡富

u－16女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

元山 未優 (鳳凰高校) 後藤 紫村 文音 (アサヒ緑健久山TC)

中村 姫乃 (佐世保ＬＴＣ)
元山 平石

高橋 床田 真唯 (グランディール)

蓑田 さくら (ＪＯＧ’Ｓ) 藤
中村 大山

後藤 悠月 (ウェボＴＳ)
宮崎 和花 (ＳＯＩＡＲＥ) 秦 高橋 光 (ＯＴＣ)

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

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

済陽 平原
後藤 後藤 綾伽 (ラフ)

丸山 華音 (丸山Ｔ.Ｔ.Ｃ) 糸山
長友 中村

山田 桃華 (伊集院Jクラブ)
福岩 莉子 (エアポートTC) 森 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)

6
76(5)63

11
6261 6262

6
6162

12

9

6175

4
6362 76(2)63

10 10

4 12

5

6160 76(3)64

3
6063

1 12

7

1
中村

9

2 3
6462

8

Ｆ ＳＦ

1 12
平原 8

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)

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
751663 7561

12 大﨑 みらの (北九州ウエスト) 枡富

桃華 (伊集院Jクラブ) 22

11 中村 倫花 (九州文化学園高)
6464 6163

臺

琴 (アサヒ緑健久山TC) 21
6261 166464

10 杉田 千紘 (ロケーション) 山田

真由 (鹿屋ＳＳＴ) 20

9 後藤 綾伽 (ラフ)
6275 6262

安東

彩夏 (ＲＫＫルーデンス) 19

8 福元 千依吏 (鹿屋ＳＳＴ)
166364 6164

大山

栞 (長崎ゼロックス) 18
6260 7560

7 済陽 笑美花 (ライジングサンHJC) 倉岡

(海の中道Ｍ＆Ｔ) 17
6164 601660

6 平原 彩香 (九州文化学園高) 小無田

75

(ドリ－ムＴＳ) 16

5 中村 姫乃 (桜が原中学校)
67(8)64 6175

藤 ひなた

4 長友 愛 (ライジングサンHJC) 堀江 菜実

糸山 日菜 (ファインヒルズJr) 15
6161 6262 67(3)63

染矢 美来 (ロイヤルJr) 14

3 西 奈瑠美 (伊集院Jクラブ)
6062 76(4)

秦 芽生 (福岡パシフィック) 13

2 高橋 英 (大原ＴＣ)
6263 632662

6164

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)
元山



u－14男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

22

1 大神 13 坂本

3 中島 15 関根

1 大神 18 正木

5 髙妻 17 餅原

5 髙妻 18 正木

1 大神 22 三溝

7 前田 19 斎藤

9 川口 20 花田

7 前田 22 三溝

10 川竹 22 三溝

12 伊藤 22 三溝

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 萩尾 翼 (風Ｊｒ)
伊藤 飛翔 (筑紫野ＬＴＣ)

大神 正木
中原 中原 健士郎 (風Ｊｒ)

二宮 煌太 (ＴＩＰ) 餅原
伊藤 前田

小山 絵世 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)
糸永 龍矢 (EARNEST T.A) 本薗 南 晴空 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)

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

三溝 真人 (佐賀ＧＴＣ) 下田 下田 大翔 (スター熊本庭球塾)

俵 久倖 (佐賀ＧＴＣ)
永村 川口

坂本 坂本 日色 (ルーセントTA熊本)

是永 息吹 (ライジングサンHJC) 永村
山﨑 福森

渡邉 陽太 (テニスＤＩＶＯ)
田村 亮佑 (シーガイアＴA) 山﨑 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)

6
6364

11
6376(7) 6462

6
6263

12

9

76(2)63

4
6162 6461

10 10

6 12

5

6362 6363

3
6063

1 9

7

1
前田

9

2 3
6475

8

Ｆ ＳＦ

1 9 正木 7

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
6162 633664

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)
6361 6062

本薗

6463

花田 海翔 (テニスＤＩＶＯ)

三溝

066461
宮本 卓実 (シーガイアＴA)

真人

9 川口 敦史 (佐世保ＬＴＣ)
6060

76(3)62

(福岡パシフィック) 19

8 二宮 煌太 (ＴＩＰ)
6360 7561

20

76(3)

(ラフ) 18
6326 6261

7 前田 優 (ラフ) 斎藤 樹市

6 中原 健士郎 (風Ｊｒ) 正木 康喜

餅原 毅 (Ｍ　テニス) 17
6364 613661

関根

優希 (折尾愛真中) 16

5 髙妻 蘭丸 (日向学院中学校)
6461 6363

大耀 (春日西ＴＣ) 15
614660 6462

4 髙田 快 (ラフ) 堤

一瀬 拓実 (ＳＮＴＣ) 14

3 中島 大和 (臼杵ジュニア)
76(1)64 641661

2 福森 功一郎 (長崎ゼロックス)
6262 6464

(北九州ウエスト)
三溝

坂本 日色 (ルーセントTA熊本) 13
644664

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

12

1 長谷川 13 伊賀上

2 有馬 14 清水

1 長谷川 18 小林

5 渡邉 16 森
5 渡邉 18 小林

12 大蔵 24 安髙

9 中野 21 上田

9 中野 21 上田

12 大蔵 24 安髙

10 住吉 23 古長

12 大蔵 24 安髙

u－14女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

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

上田 大蔵
賀久 賀久 響 (北九州ウエスト)

古長 果歩 (ウェボＴＳ) 古長
清水 賀久

山田 彩乃 (清鈴クラブ)
佐伯 心結 (ラフ) 佐伯 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)

川上 くるみ (風Ｊｒ) 上田 野口 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) 清水 伊賀上 梅田 萌果 (クラージュTS)

長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ) 矢野 矢野 瑞希 (日向学院中)
小林 杏菜 (海の中道Ｍ＆Ｔ)

長谷川 野口
長友 長友 優音 (シーガイアＴA)

前橋 莉音 (鹿屋ＳＳＴ) 住吉
小林 伊賀上

渡邊 彩花 (マルヨシ商会)
須山 夏菜 (鹿屋ＳＳＴ) 渡邉 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)

6
6246

12
[10-4]

[10-4]

64

Ｆ ＳＦ

5 6
3660

11
6162 6076(7)

9

[10-5]

76(5)61

4
6275 6063

10 10

4 12

6061 2664

3
6376(6)

1 12

7

1
清水

7

2 2
6361

8

1 1 上田 7

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)

(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)

(ウェボＴＳ) 23
6362 6061

12 大蔵 好花 (北九州ウエスト) 安髙 日渚莉

(テニスＤＩＶＯ) 22

11 水口 愛果 (テニスＤＩＶＯ)
6064 466262

古長 果歩

(ドリ－ムＴＳ) 21
6360 2676(9)

10 住吉 凜 (ラフ) 小田 菜摘

(グローバルアリーナ) 20

9 中野 翔七 (ファインヒルズTC)
6461 6361

上田 真鈴

(クラージュTS) 19

8 山田 彩乃 (清鈴クラブ)
6064 6062

古野 ももか

(海の中道Ｍ＆Ｔ) 18
6362 643663

7 野口 愛菜 (ＯＴＣ) 梅田 萌果

(ライジングサンHJC) 17
6264 6161

6 渡邊 彩花 (マルヨシ商会) 小林 杏菜

(福岡パシフィック) 16

5 渡邉 華凜 (ロケーション)
6262 6262

益山 季子

4 柳原 花音 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 森 珠璃

6160
安藤 夏葵 (マルヨシ商会) 15

6460 6375

7575
清水 真央 (油山ＴＣ) 14

3 仲町 眞由子 (油山ＴＣ)
6367(5)

大蔵
伊賀上 瑛穂 (ラフ) 13

2 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)
6060

6461

64

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
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F

1 長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ)



u－12男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 武藤 14 沼口

2 北島 14 沼口

1 武藤 18 浅田

5 大野 16 菊竹

6 宮里 18 浅田

1 武藤 18 浅田

7 前山 20 栄

8 大坪 20 栄
12 太田 24 松永

10 久保 22 児島

12 太田 24 松永

u－12男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

松永 朔太郎 (ＴＩＮ) 児島 児島 龍太郎 (長崎ＴＬＤ)
武藤 守生 (福岡パシフィック)

松永 児島
太田 太田 周 (佐世保ＬＴＣ)

坪田 稜生 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 高橋
武藤 太田

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

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

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

栄 宮里
田口 田口 慎太郎 (ＴＣμ)

久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 栄
大野 田口

吉武 真輝 (グローバルアリーナ)

南 伊織 (ＲＫＫルーデンス) 大野 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)

勇翔 (風Ｊｒ)

6
6162

12

[10-5]

[10-3]

補欠 安藤 大和 (マルヨシ商会)
大坪

5 6
6363

11
76(4)16 6062

9
[10-4]

5761[10-5]

4
6161 6446

10 10

6 10

6261 6463

3
1661

1 10

7

1
武藤

7

2 3
6461

8

Ｆ ＳＦ

1 1 松永 7

補欠2 小野 奏吾 (エルグ・テクノ)

補欠3 秋山 直毅 (ドリ－ムＴＳ)

朔太郎 (ＴＩＮ) 24

補欠1 湯谷 綸久 (ＫＴＣ)

洸士郎 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 23
6262 6060

12 太田 周 (佐世保ＬＴＣ) 松永

龍太郎 (長崎ＴＬＤ) 22

11 中林 宗一郎 (ＶＩＶＡファミリア)
611664 5762

小林

玄輝 (テニスネットかごしま) 21
6162 6064

10 久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 児島

(ドリ－ムＴＳ) 20

9 豊田 亮太 (ロケーション)
6163 6264

福島

(伊集院Jクラブ) 19

8 大坪 勇翔 (風Ｊｒ)
622661 6260

栄 圭吾

(ライジングサンHJC) 18
6160 6162

7 前山 佑太 (木下庭球塾) 笹川 祐輝

(福岡パシフィック) 17
6260 6062

6 宮里 琉星 (ＴＣμ) 浅田 紘輔

(海の中道Ｍ＆Ｔ) 16

5 大野 孔雅 (筑紫野ＬＴＣ)
6260 76(1)62

嶽村 柊太

4 相島 悠吾 (福岡パシフィック) 菊竹 烈

6362
佐藤 仁星 (ルーセントTA熊本) 15

166360 6263

622662
沼口 昇永 (グランディール) 14

3 鵜狩 良仁 (伊集院Jクラブ)
6476(3)

武藤
高橋 彪馬 (ラフ) 13

2 北島 聖士 (ＢＳＳＡ久留米)
6060

6375

76(1)

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
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1 武藤 守生 (福岡パシフィック)



u－12女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 木河 13 中原

2 平岡 14 水口

1 木河 18 安廣

4 前橋 17 森
6 井上 18 安廣

1 木河 24 岸本

7 吉重 19 工藤

8 毛利 20 後藤

7 吉重 24 岸本

11 橋本 23 平原

12 笠原 24 岸本

u－12女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

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

吉重 笠原
橋本 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ)

荒巻 美結 (スター熊本庭球塾) 吉重
平岡 水口

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

吉重 ななこ (サングリーンJr) 岸本 笠原 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本)

平岡 里彩 (エアポートＴＣ) 安廣 水口 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 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ)
井上 菜々未 (ＴＴＵ)

岸本 前橋
隈元 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) 岸本
安廣 隈元

髙見 葵 (マルヨシ商会)
安廣 有純 (北九州ウエスト) 安廣 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)

5
6160

11
6360 7576(3)

6
6163

12

9

6264

4
7564 6262

10 10

5 10

5

6262 6461

3
6061

5 9

7

3
安廣

9

2 3
6263

8

Ｆ ＳＦ

1 5 岸本 7

補欠2 高田 朋実 (チームエリート)

補欠3 最上川 奈緒 (ＫＴＣ)

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
7560 6276(4)

12 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本) 岸本

蘭 (大分Ｊｒ) 22

11 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ)
6164 6264

平原

くらら (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 21
6476(4) 6260

10 隈元 にこ (伊集院Jクラブ) 姫野

彩心 (ウェボＴＳ) 20

9 草場 椎奈 (ＩＴＳ九州)
6160 6363

美山

里菜 (ラフ) 19

8 毛利 空 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
6262 6261

後藤

有純 (北九州ウエスト) 18
6362 7563

7 吉重 ななこ (サングリーンＪｒ) 工藤

(ＢＳＳＡ久留米) 17
6263 W.O

6 井上 菜々未 (ＴＴＵ) 安廣

64

(シーガイアＴA) 16

5 福田 紗月 (ＴＥＡＭ Ｆ)
67(7)64 6160

森 音羽

4 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ) 前原 唯乃

松岡 栞里 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 15
6063 6276(7)

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)
623661 6162

中原 妃那 (風Ｊｒ) 13

2 平岡 里彩 (エアポートＴＣ)
6161 6162

6264
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1 木河 優 (team.緑)
木河



u－10男子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 古川 15 本薗

2 西尾 15 本薗

1 古川 15 本薗

4 本田 17 槇
6 床田 18 西

1 古川 24 秋山

7 井料田 19 黒木

8 水野 20 花田

11 小川 24 秋山

11 小川 23 川崎

11 小川 24 秋山

u－10女子 シングルス
1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 光成 15 山髙

3 餅原 15 山髙

1 光成 18 坪井

4 揚野 16 内野

6 加藤 18 坪井

1 光成 20 川内

7 山本 20 川内

9 水上 20 川内

10 矢田 20 川内

10 矢田 23 隈元

10 矢田 23 隈元

補欠2 奧江 彩良 (シーガイアＴA)

補欠3 中村 葵 (筑紫野ＬＴＣ)

(ドリ－ムＴＳ) 24

補欠1 松本 桃華 (福岡パシフィック)

(鹿屋ＳＳＴ) 23
82 86

12 田中 聖香 (ＩＴＳ九州) 石橋 空

(ラフ) 22

11 林 愛里咲 (ＳＴＴ)
83 83

隈元 彩蘭

10 矢田 陽 (風Ｊｒ) 髙倉 万智

小林 千紘 (福岡パシフィック) 21
83 82

梨央 (ＧＣＳアカデミー) 20

9 水上 睦稀 (グローバルアリーナ)
84 83

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)
82 83

川内

7 山本 楓 (ＧＣＳアカデミー)

6

坂井

優里 (伊集院Jクラブ)

餅原

(EARNEST T.A)
82

坪井 舞央 (コロニーグローブ)
82 84

80 97

揚野 ひかり (枕崎海の子ＴＣ) 内野

こころ (グローバルアリーナ)

83

理香子 (鹿屋ＳＳＴ)
80

山髙 心慎

蒼空

(佐世保ＬＴＣ)

矢野 ひまり (T-style26TC)
81 82

田志

18加藤 聖菜 (グランディール)

小崎 麻衣 (福岡パシフィック)
83

田中 咲樂

4 16

5

14

3
81

15

17
97 83

13

2

F

1
光成

光成 七優 (ライジングサンHJC) 石井 (春日西ＴＣ)

補欠2 村山 貴哉 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

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
86 82

12 隈元 一希 (伊集院Jクラブ) 秋山

泰士 (T-style26TC) 22

11 小川 凌駕 (筑紫野ＬＴＣ)
83 81

川崎

侑作 (テニスＤＩＶＯ) 21
84 81

10 坂本 昇太朗 (ルーセントTA熊本) 桑原

(グランディール) 20

9 山地 凰介 (ドリ－ムＴＳ)
84 80

原島

(福岡パシフィック) 19

8 水野 登琶 (ラフ)
80 83

花田 竜之介

(ドリ－ムＴＳ) 18
83 83

7 井料田 翔 (ライジングサンHJC) 黒木 奏志

(大原ＴＣ) 17
98(6) 86

6 床田 隼都 (グランディール) 西 美晴

(ジョイパークＴＣ) 16

5 立本 一惺 (コロニーグローブ)
83 83

槇 治輝

4 本田 晴人 (柳高ジュニアＴＣ) 池田 武嶺

本薗 諒人 (伊集院Jクラブ) 15
83 97

大浦 蔵一 (ライジングサンHJC) 14

3 寺田 彩人 (海の中道Ｍ＆Ｔ)
81 81

鹿島 悠生 (ＳＴＴ) 13

2 西尾 樹 (ＳＴＴ)
80 85

84
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1 古川 蒼空 (シーガイアＴA)
古川


