
u－16男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

6

1 落石 13 石橋

2 羽生 14 野田

6 末吉 13 石橋

4 金田 16 森田

6 末吉 16 森田 國定 宙太 (佐賀:筑陽学園高)

稲田 幸一郎 (熊本:志免町ＴＡ)

6 末吉 13 石橋

9 其田 20 田畑

9 其田 20 田畑

9 其田 24 藤浪

11 森 22 力武

12 青木 24 藤浪

u－16男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

國定 宙太 (佐賀:筑陽学園高) 青木 石橋 成依 (熊本:鳳凰高)
森 健太郎 (佐賀:筑陽学園中)

國定 川原

中西 羽生 竜聖 (熊本:ＳＴＡ)

甲斐 光汰 (福岡:ＩＤＳ) 甲斐
森 野内

青木 響真 (大分:北九州ウエスト)

力武 颯也 (福岡:木下庭球塾) 力武 中西 恭平 (大分:北九州ウエスト)

其田 怜 (熊本:ラフ) 國定 川原 川原 和大 (佐賀:長崎TLD)
野田 成佑 (熊本:大分Jr) 森 野内 野内 綾太 (佐賀:長崎TLD)

末吉 鼓太朗 (鹿児島:ｼｰｶﾞｲｱTA) 辻 坂田 空冴 (宮崎:ＭＴＦ)
本田 嵩稀 (鹿児島:ｼｰｶﾞｲｱTA)

田中 藤浪
堀口 小川 春斗 (宮崎:ＭＴＦ)

田中 翔 (佐賀:ＴＯＭ) 田中
吉岡 落石

辻 陽平 (鹿児島:ＡＴＡ)

吉岡 信吾 (佐賀:木下庭球塾) 吉岡 堀口 心夢 (鹿児島:ＡＴＡ)

宮城 健吾 (沖縄:普天間高) 藤浪 巧 (大分:北九州ウエスト)

廣渡 藍之 (沖縄:GenTS) 落石 倫 (大分:北九州ウエスト)

補欠
合澤 彰朗 (鹿児島:ＭＴＦ)
平岡 孝崇 (鹿児島:都城泉ヶ丘高)
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補欠2 堤野 真司 (熊本:海の中道M&T)

補欠3 花田 志竜 (宮崎:テニスDIVO)

藤浪 巧 (大分:北九州ウエスト) 24

補欠1 國定 宙太 (佐賀:筑陽学園高)

清太 (沖縄:伊良波中) 23
6462 6161

12 青木 響真 (熊本:北九州ウエスト)

颯也 (福岡:木下庭球塾) 22

11 森 健太郎 (佐賀:筑陽学園中)
643676(3) 643676(3)

石川

10 松尾 彗史 (福岡:グランディール) 力武

635775
本田 嵩稀 (鹿児島:ｼｰｶﾞｲｱTA) 216467(5)62 7564

田畑 佑馬 (福岡:海の中道M&T) 20

9 其田 怜 (宮崎:ラフ)
467561

光汰 (佐賀:ＩＤＳ) 19

8 辻 陽平 (鹿児島:ＡＴＡ)
6375 6262

7 屋宜 亮気 (沖縄:美東中) 甲斐

川原 和大 (佐賀:長崎TLD) 1867(5)6064 752662

67(2)6364 632664

6 末吉 鼓太朗 (宮崎:ｼｰｶﾞｲｱTA)

凌矢 (鹿児島:ドリームTS) 16

5 廣渡 藍之 (沖縄:GenTS)
6260 6061

17

4 金田 諒大 (熊本:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 森田

中西 恭平 (福岡:北九州ウエスト) 15
6061 6262

野田 成佑 (大分:大分Jr) 14

3 梶原 颯大 (福岡:折尾愛真中)
066162 6375

成依 (宮崎:鳳凰高) 13
6264

2 羽生 竜聖 (鹿児島:ＳＴＡ)
6262 6463
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1 落石 倫 (大分:北九州ウエスト)
末吉

石橋



u－16女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

18

1 富濵 13 宇都宮

3 中島 14 山田

1 富濵 18 本田

4 大神 17 白谷

4 大神 18 本田

1 富濵 18 本田

7 山口 21 中村

8 原口 21 中村

12 松下 24 木本

10 田上 22 浅谷

佐藤 有優 (大分:TEAM ORION) 12 松下 24 木本

空久保 果音 (佐賀:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC)

u－16女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

原口 紗綺 (佐賀:佐賀GTC) 山口 若松 妃 (鹿児島:ＭＪＴＣ)

中村 友紀 (佐賀:致遠館中)
原口 宇都宮

福田 川野 楽夢 (鹿児島:ＭＪＴＣ)

高城 のどか (鹿児島:ＭＪＴＣ) 高城
中村 藤島

山口 みやび (熊本:大原ＴＣ)

大山 理子 (鹿児島:鹿屋SST) 大山 福田 優 (熊本:折尾愛真中)

河合 歩 (福岡:ウェボTS) 本田 富濵 宇都宮 歩優 (大分:ﾌｧｰｽﾄｼﾞｭﾆｱ)

池上 祐香 (福岡:ウェボTS) 松下 田上 藤島 果音 (大分:ウェボTS)

本田 恵琉 (熊本:佐世保LTC) 大神 大神 陽恵 (福岡:北九州ウエスト)

松下 菜々 (熊本:佐世保LTC)
本田 富濵

藤 藤 こころ (福岡:海の中道M&T)

吉村 萌佳 (福岡:ドリームTS) 比嘉
松下 田上

山口 倫慧綺 (宮崎:ＪＴＴＡ)

田中 美玖 (福岡:柳川ｳｨｽﾃﾘｱ) 仲村 浅谷　 　梨子 (宮崎:Ｇ-Ｑuest)

比嘉 恭伽 (沖縄:RiseTC) 富濵 祥子 (鹿児島:ＡＴＡ)

仲村 姫加 (沖縄:RiseTC) 田上 慧 (鹿児島:知覧ﾃﾆｽの森)

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 富濵 祥子 (鹿児島:ＡＴＡ)
本田

宇都宮 歩優 (宮崎:ﾌｧｰｽﾄｼﾞｭﾆｱ) 13
6262

2 西 萌花 (佐賀:ドリームTS)
6363 644661

3 中島 つぐみ (大分:臼杵Ｊｒ)
6362 466160

6364 6362

(佐賀:柳川ｳｨｽﾃﾘｱ) 16

山田 梨香子 (熊本:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ) 14

6364

田中

佐野 利奈 (大分:大分上野丘高) 15

美玖

美佳白谷 (鹿児島:ＫＴＣ)

4

6 比嘉 恭伽 (沖縄:RiseTC)

5 矢野 有紗美 (宮崎:ＭＴＦ)

大神 陽恵 (福岡:北九州ウエスト)

6464 166064

6263
17

466361 6463

新城

本田 恵琉 (熊本:佐世保LTC) 18

(沖縄:琉大附属中) 19

8 原口 紗綺 (福岡:佐賀GTC)
6161 366464

7

9 運天 美空 (沖縄:Scratch.Jr)
6061

未亜山口 みやび (宮崎:大原ＴＣ)

(佐賀:佐賀GTC) 21
644660 6160

藤島 果音 (宮崎:ウェボTS) 20

(鹿児島:知覧ﾃﾆｽの森) 浅谷

6462
中村 香里

梨子 (鹿児島:Gクエスト) 22

11
6263 366063

福田

10 田上 慧

優 (福岡:折尾愛真中) 23
76(4)63 6260

12 松下 菜々 (熊本:佐世保LTC) 木本 海夢夏 (大分:ラフ) 24

補欠1 佐藤 有優 (大分:TEAM ORION)

補欠2 林 明日香 (熊本:油山ＴＣ)

補欠3 渡邊 由貴 (佐賀:大原ＴＣ)
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補欠
新地 菜々子 (鹿児島:ＫＴＣ)
塩見 帆乃夏 (鹿児島:ＫＴＣ)


