
u－12男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

24

1 大野 15 宮本

2 矢野 15 宮本

6 伊藤 18 臼井

4 正木 16 武藤

6 伊藤 18 臼井

6 伊藤 24 川口

7 大岐 20 齋藤

9 中村 20 齋藤

10 前田 24 川口

10 前田 22 荒木

10 前田 24 川口

u－12男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大神 照太 (佐賀:北九州ウエスト) 本薗 本薗 慶人 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

伊藤 飛翔 (佐賀:筑紫野LTC)
大神 荒木

中原 中原 健士郎 (鹿児島:鹿屋ＳＳＴ)

小原 一隼 (熊本:ドリームTS) 高田
伊藤 川口

矢野 晴琉 (熊本:ブライトTC)

星野 慶二朗 (熊本:ドリームTS) 佐藤 川竹 勇伍 (熊本:ブライトTC)

高田 快 (大分:ラフ) 大野 正木 荒木 仁功郎 (佐賀:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ)

佐藤 史季 (大分:ラフ) 美野田 前田 川口 敦史 (佐賀:佐世保LTC)

臼井 公志朗 (鹿児島:Ｓｏｌａｒｅ) 荻堂 荻堂 公史郎 (沖縄:ピン・ハブ)

坂本 日色 (鹿児島:宇城庭球塾)

大野 正木

佐久間 佐久間 叶和 (沖縄:ピン・ハブ)

大野 琢実 (熊本:ドリームTS) 大野

美野田 前田
鳥羽 優空 (熊本:ドリームTS)

美野田 和輝 (熊本:グランディール) 美野田 石橋 侑依 (熊本:ドリームTS)

三溝 真人 (福岡:佐賀GTC) 正木 康喜 (宮崎:ラフ)
俵 久倖 (福岡:佐賀GTC) 前田 優 (宮崎:ラフ)

2016/1/3～6  

F

1 大野 琢実 (熊本:ドリームTS)
川口

荻堂 公史郎 (沖縄:ピン・ハブ) 13
612662

2 矢野 晴琉 (福岡:ブライトTC)
76(2)62 6264

髙妻 蘭丸 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 14

3 久本 拓実 (鹿児島:春日西TC)
6263 6162

宮本 卓実 (大分:ｼｰｶﾞｲｱTA) 15
76(4)64 6463

4 正木 康喜 (宮崎:ラフ) 武藤 守生 (熊本:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 16

5 我謝 慎 (沖縄:GenTS)
6160 6260

石橋 侑依 (福岡:ドリームTS) 1776(4)4661 6364

6 伊藤 飛翔 (佐賀:筑紫野LTC) 臼井 公志朗 (鹿児島:Solare) 18
6264 6463

7 大岐 優斗 (宮崎:ｼｰｶﾞｲｱTA) 花田 海翔 (福岡:テニスDIVO) 19

8 三島 恵之郎 (熊本:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)
6264 6462

齋藤 樹市 (大分:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 20

9 中村 真人 (大分:ドリームTS)
601662 6162

打山 航大 (鹿児島:筑紫野LTC) 21
6362 625763

10 前田 優 (熊本:ラフ) 荒木 仁功郎 (佐賀:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ) 22

11 谷口 結風 (沖縄:チャレンジ)
6260 6262

美野田 和輝 (熊本:グランディール) 23
6360 6175

12 大神 照太 (佐賀:北九州ウエスト) 川口 敦史 (宮崎:佐世保LTC) 24

補欠1 岡本 宗麿 (佐賀:ｼﾞｮｲﾊﾟｰｸTC)

補欠2 小原 一隼 (福岡:ドリームTS)

補欠3 佐久間 叶和 (沖縄:ピン・ハブ)
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補欠
久本 拓実 (鹿児島:春日西TC)

堤 優希 (鹿児島:ITS九州)



u－12女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 小林 13 野口

2 渡辺 15 山田

1 小林 18 長谷川

5 小路 17 住吉

5 小路 18 長谷川

1 小林 24 堀江

7 安髙 19 大蔵

9 山口 21 清水

12 伊賀上 24 堀江

10 藤本 23 木河

12 伊賀上 24 堀江

u－12女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

伊賀上 瑛穂 (宮崎:ラフ) 上妻 太田 葵 (佐賀:ＴＯＭ)
野口 愛菜 (宮崎:ＯＴＣ)

伊賀上 上田
内野 松村 梨桜 (佐賀:ＴＯＭ)

福島 菜未 (鹿児島:ﾃﾆｽﾈｯﾄかごしま) 安廣
野口 大蔵

上妻 朱里 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

山口 真依寧 (鹿児島:JTTA) 賀久 内野 聡里 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

安廣 有純 (福岡:北九州ウエスト) 伊賀上 小林 上田 真鈴 (熊本:油山ＴＣ)

賀久 響 (福岡:北九州ウエスト) 野口 堀江 大蔵 好花 (熊本:北九州ウエスト)

有馬 さくら (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 長谷川 長谷川 晴佳 (熊本:テニスDIVO)

山田 彩乃 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

有馬 小林
小路 小路 あかり (熊本:テニスDIVO)

長岡 咲樹 (熊本:ＮＴＣクラブ) 清水
山田 堀江

漢那 春妃 (沖縄:嘉手納ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

渡辺 華凜 (熊本:ロケーション) 友枝 當眞 寧菜 (沖縄:チャレンジ)

清水 真央 (佐賀:油山ＴＣ) 小林 杏菜 (大分:海の中道M&T)

友枝 夢 (佐賀:油山ＴＣ) 堀江 菜実 (大分:ドリームTS)

2016/1/3～6  

F

1 小林 杏菜 (佐賀:海の中道M＆T)
小林

野口 愛菜 (宮崎:ＯＴＣ) 13
W.O

2 渡辺 華凜 (鹿児島:ﾛｹｰｼｮﾝ)
6161 366161

新城 英万 (沖縄:STS.jr) 14

3 賀久 響 (福岡:北九州ウエスト)
6263 6361

山田 彩乃 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 15
6263 751662

4 廣渡 澪 (沖縄:GenTS) 安廣 有純 (佐賀:北九州ウエスト) 16

5 小路 あかり (熊本:テニスDIVO)
6263 643664

住吉 凜 (大分:ラフ) 17
76(3)63 6261

6 上田 真鈴 (福岡:油山ＴＣ) 長谷川 晴佳 (熊本:テニスDIVO) 18
6364 7563

7 安髙 日渚莉 (宮崎:ABCﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 大蔵 好花 (熊本:北九州ウエスト) 19

8 片山 沙咲 (福岡:ドリームTS)
6260 6260

藍澤 咲輝 (大分:大分Jr) 20

9 山口 真依寧 (鹿児島:JTTA)
6162 6261

清水 真央 (鹿児島:油山ＴＣ) 21
6363 6275

10 藤本 夏鈴 (熊本:筑紫野LTC) 平川 桃子 (沖縄:Scratch.Jr) 22

11 友枝 夢 (佐賀:油山ＴＣ)
614663 6060

木河 優 (熊本:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 23
6062 6361

12 伊賀上 瑛穂 (大分:ラフ) 堀江 菜実 (宮崎:ドリームTS) 24

補欠1 福島 菜未 (鹿児島:ﾃﾆｽﾈｯﾄかごしま)

補欠2 吉村 宥南 (福岡:ドリームTS)
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補欠
池田 珠美乃 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

小幡 理夢 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)


