
u－14男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 太田 15 本嶋

2 伊藤 15 本嶋

1 太田 18 井上

4 大村 17 谷﨑

6 鈴木 18 井上

1 太田 24 中川

7 宮田 19 稲田

8 村上 20 太田

7 宮田 24 中川

11 菊池 22 川尻

11 菊池 24 中川

u－14男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

中川 友 (佐賀:佐世保LTC) 尾坂 尾坂 翼 (福岡:海の中道M&T)

大串 真也 (佐賀:佐世保LTC)
中川 尾坂

堤野 堤野 竜司 (福岡:海の中道M&T)

渡邊 伸之介 (鹿児島:ＫＡＺＥ) 宮本
大串 堤野

川尻 大空 (熊本:熊本庭球塾)

上原 幹太 (鹿児島:ＫＡＺＥ) 山田 下田 一輝 (熊本:熊本庭球塾)

宮本 汰一 (熊本:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 大村 須佐 山口 陸人 (佐賀:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ)

山田 大誓 (熊本:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 仲間 太田 鈴木 蒼平 (佐賀:北九州ウエスト)

山口 柚希 (宮崎:ドリームTS) 井崎 井崎 雄一 (佐賀:ﾏﾙﾖｼ商会)

村上 真優 (宮崎:ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留米)

大村 須佐
中村 中村 伊織 (佐賀:ＡＣＴ長崎)

大村 駿斗 (沖縄:RiseTC) 大村
仲間 太田

泊口 啓樹 (鹿児島:Team くろまめ)

仲間 舜 (沖縄:ロイヤルTE) 仲間 永村 優翔 (鹿児島:Team くろまめ)

井上 亜希斗 (大分:ラフ) 須佐 優翔 (宮崎:フンドーキン)

野田 義樹 (大分:ラフ) 太田 翔 (宮崎:ＴＯＭ)

２ ０ １ ６ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2016/1/3～6  

F

1 太田 佳人 (大分:ﾌｧｰｽﾄｼﾞｭﾆｱ)
太田

山口 柚希 (沖縄:ドリームTS) 13
633664

2 伊藤 時空 (福岡:筑紫野LTC)
6362 066476(4)

宮本 汰一 (熊本:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 14

3 上原 幹太 (鹿児島:KAZE)
644664 366464

本嶋 風太 (佐賀:ブライトTC) 15
6075 6464

4 大村 駿斗 (沖縄:RiseTC) 森脇 幸星 (鹿児島:Mテニス) 16

5 堤野 竜司 (熊本:海の中道M&T)
7562 632675

谷﨑 恭祐 (大分:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 17
644663 6461

6 鈴木 蒼平 (佐賀:北九州ウエスト) 井上 亜希斗 (宮崎:ラフ) 18
643661 466162

7 宮田 陸 (宮崎:グランディール) 稲田 康太郎 (大分:延岡ﾛｲﾔﾙJｒ) 19

8 村上 真優 (熊本:ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留米)
6264 466363

太田 翔 (佐賀:ＴＯＭ) 20

9 伊藤 大海 (福岡:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ)
6362 6262

美野田 陽生 (福岡:グランディール) 21
6263 6461

10 須佐 優翔 (大分:フンドーキン) 川尻 大空 (鹿児島:熊本庭球塾) 22

11 菊池 翼 (沖縄:NISHIO FACTORY)

5776(5)64 6463
尾坂 翼 (熊本:海の中道M&T) 23

6476(2) 6260

12 山田 大誓 (鹿児島:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 中川 友 (宮崎:佐世保LTC) 24

補欠1 稲田 颯太郎 (大分:延岡ﾛｲﾔﾙJｒ)

補欠2 笹渕 力 (熊本:ABCﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

補欠3 逆瀬川 隼 (福岡:油山ＴＣ)
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補欠
梁瀬 大輔 (大分:ブライトTC)

金子 瑛 (大分:ブライトTC)



u－14女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 川口 13 元山

2 糸山 14 野口

1 川口 18 藤永

5 内山 16 佐藤

6 小林 18 藤永

1 川口 24 山口

7 山本 20 大坪

8 林 20 大坪

7 山本 24 山口

10 中川原 23 中村

10 中川原 24 山口

u－14女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

松本 瑞希 (宮崎:ABCﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 中川原 中川原 凛 (熊本:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ)

山口 藍 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)
松本 中川原

野口 野口 和佳奈 (熊本:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ)

後藤 綾伽 (大分:ラフ) 小林
山口 野口

丑番 希恵 (沖縄:JINｊｒ)
杉田 千紘 (大分:ロケーション) 中村 石川 さくら (沖縄:Scratch.Jr)

小林 杏珠 (佐賀:海の中道M&T) 松本 山本 藤永 笑子 (佐賀:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ)

中村 安里 (佐賀:海の中道M&T) 山口 内山 中村 姫乃 (佐賀:佐世保LTC)

済陽 笑美花 (宮崎:ＭＴＦ) 大久保 藤 ひなた (福岡:海の中道M&T)

長友 美希 (宮崎:ｼｰｶﾞｲｱTA)
元山 山本

西 大蔵 好珠 (福岡:北九州ウエスト)

元山 未優 (鹿児島:ＡＴＡ) 元山
佐藤 内山

大久保 真央 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

佐藤 唯 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 佐藤 西 奈瑠美 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

平原 彩香 (大分:テニスDIVO) 山本 未来 (宮崎:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

薹 百華 (大分:テニスDIVO) 内山 ほのか (宮崎:ＩＴＳ九州)

２ ０ １ ６ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2016/1/3～6  

F

1 川口 夏実 (福岡:佐世保LTC)
川口

元山 未優 (熊本:ＡＴＡ) 13
6064

2 糸山 菜緒 (佐賀:ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀)
6060 6476(7)

野口 和佳奈 (福岡:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ) 14

3 丑番 希恵 (沖縄:JINｊｒ)
6460 6463

渡辺 琹凪 (大分:ラフ) 15
6163 6263

4 倉岡 彩夏 (鹿児島:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 佐藤 唯 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 16

5 内山 ほのか (宮崎:ＩＴＳ九州)
466275 366362

小無田 栞 (佐賀:ＡＣＴ長崎) 17
6476(7) 6162

6 小林 杏珠 (佐賀:海の中道M&T) 藤永 笑子 (宮崎:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ) 18
6162 754664

7 山本 未来 (宮崎:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 松本 瑞希 (熊本:ABCﾃﾆｽｽｸｰﾙ) 19

8 林 愛莉 (福岡:佐賀GTC)
6362 6364

大坪 花 (佐賀:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC) 20

9 大崎 みらの (沖縄:北九州ウエスト)
6476(5) 7564

石川 さくら (沖縄:Scratch.Jr) 2167(6)6464 W.O

10 中川原 凛 (熊本:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ) 西 奈瑠美 (鹿児島:伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 22

11 長友 愛 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)
6262 6376(8)

中村 姫乃 (大分:佐世保LTC) 23
6161 6162

12 長友 美希 (大分:ｼｰｶﾞｲｱTA) 山口 藍 (宮崎:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 24

補欠1 横松 さくら (宮崎:ドリームTS)

補欠2 大蔵 好珠 (宮崎:北九州ウエスト)

補欠3 臺 百華 (福岡:テニスDIVO)
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補欠
糸山 日菜 (佐賀:木下庭球塾)

森 ゆきの (佐賀:木下庭球塾)


