
u－18男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 横尾 13 本田

2 徳丸 14 伊南

1 横尾 18 田代

5 山﨑 16 八郷

6 井上 18 田代

1 横尾 18 田代

7 小泉 19 浅田

8 阿部 20 畑中

12 田口 19 浅田

11 河内 23 堀口

12 田口 24 木村

u－18男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

浅田 幸輝 (大分:大分舞鶴高)
阿部 阿部 直人 (熊本:鳳凰高)

井上 瑞樹 (大分:大分舞鶴高)
浅田 田口 宮崎 宮崎 陸太 (熊本:鳳凰高)

杉田 大輔 (熊本:別府青山高)
杉田 井上 井上 小泉 亮太 (宮崎:宮崎日大高)

宇都宮 魁 (熊本:別府青山高)
宇都宮 畑中 勇輝 (宮崎:宮崎日大高)

荒木 崇徳 (福岡:九国大付高) 蘭 田口 田口 涼太郎 (福岡:ﾏﾙﾖｼ商会)

福田 光 (福岡:九国大付高)
坂上 井上 井上 隆也 (福岡:ラフ)

蘭 大輔 (佐賀:海星高) 山﨑 山﨑 広耀 (鹿児島:鳳凰高)

坂上 拓美 (佐賀:海星高) 蘭 横尾 八郷 八郷 克 (鹿児島:ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ)

大野 文也 (大分:大分舞鶴高)
田代 坂上 伊南 照屋 唯智佳 (沖縄:沖縄尚学高)

河内 健 (大分:ラフ) 堀口
仲宗根 朝大 (沖縄:沖縄尚学高)

田代 翔 (鹿児島:鹿実高) 横尾 淳司 (熊本:大分舞鶴高)

堀口 来夢 (鹿児島:鹿実高) 伊南 陽介 (熊本:大分舞鶴高)
6

11

12

6367(4)62

6263 76(4)63

大野 文也

21

6161

6364

7561

6464

5

豊國 想太 (鹿児島:泉ヶ丘高)

366161

752662

634664

6360

643661

6061

6475

466364

(鹿児島:鹿実高) 23

木村 孝輝 (熊本:熊本第二高) 24

(宮崎:鳳凰高)

(佐賀:海星高) 22

12 田口 涼太郎 (熊本:ﾏﾙﾖｼ商会)

拓統 (福岡:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

11 河内

宮崎 陸太

堀口 来夢
6362 6162

坂上 拓美

健 (大分:ラフ)

北川 和也

9 田口 貴寛 (佐賀:龍谷高)

10 森田

補欠

10

笹渕 大 (大分:大分舞鶴高)
利光 佑太郎 (大分:大分舞鶴高)

6162
12

3 9

6467(4)(3)

9

6363

104

7

6446(4)
2

6362
8

7

6463

41

1
坂上

2

勇輝8 阿部 直人 (鹿児島:鳳凰高)

(大分:長崎北陽台高)

(熊本:宮崎日大高) 20

浅田 幸輝 (大分:大分舞鶴高) 19

田代

畑中

翔 (熊本:鹿実高) 18

7 小泉 亮太 (宮崎:宮崎日大高)

6 井上 隆也 (熊本:ラフ)

6162

4676(6)63

(鹿児島:ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ) 16

5 山﨑 広耀 (鹿児島:鳳凰高) 利光 佑太郎 (大分:大分舞鶴高) 17

(福岡:龍谷高) 15
6462

4 井上 瑞樹 (大分:大分舞鶴高) 八郷 克

陽介 (熊本:大分舞鶴高) 14

3 福田 光 (福岡:九国大付高)
576464

財前 達担

健人 (佐賀:熊本学園大付高) 13
6461

2 徳丸 凌大 (宮崎:宮崎日大高)
467563

伊南
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1 横尾 淳司 (熊本:大分舞鶴高)
横尾

本田

6

6457(7)

4

6363

4

76(3)46(5)

6364

9

6464

補欠1

補欠2

補欠3

Ｆ ＳＦ

蘭

(熊本:大分舞鶴高)



u－18女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

13

1 野田 13 徳安

2 中島 15 寺田

1 野田 13 徳安

5 武藤 16 松尾

5 武藤 18 大津

12 川畑 13 徳安

7 浅見 20 桑原

9 御領原 20 桑原

12 川畑 24 原田

11 大渡 23 元山

12 川畑 24 原田

u－18女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

浅見 真帆 (宮崎:宮崎商業高)
野田 上原 夢佳 (沖縄:普天間高)

東 美月 (宮崎:宮崎商業高)
浅見 大津 山本 下地 佐季 (沖縄:普天間高)

板井 美紀 (佐賀:熊本北高) 板井 東 佐藤 野田 帆乃佳 (大分:大分舞鶴高)

柳本 佳苗 (佐賀:熊本北高) 柳本 山本 みう (大分:大分舞鶴高)

吉川 季らら (鹿児島:鳳凰高) 浅見 大津 大津 あかり (鹿児島:鳳凰高)

立石 花乃子 (鹿児島:鳳凰高) 東 佐藤 佐藤 未侑 (鹿児島:鳳凰高)

武藤 やよい (熊本:福徳学院高)
御領原

御領原 由貴 (佐賀:鹿児島純心女子)

武本 みなみ (熊本:福徳学院高)
武藤 御領原 冨濱 冨濱 慈子 (佐賀:鹿児島純心女子)

宮城 もも (沖縄:普天間高) 峰 武本 冨濱 大神 塔子 (福岡:明豊高)
太田 冴恵 (沖縄:普天間高) 友枝 松尾 香音 (福岡:別府鶴見丘高)

峰 花梨 (佐賀:太閤TC) 大渡 菫 (熊本:鹿児島中央高)

友枝 愛 (佐賀:太閤TC) 元山 果南 (熊本:鹿児島中央高)

補欠
仮屋 萌々子 (鹿児島:鹿児島中央高)

東 みく (鹿児島:鹿児島中央高)

6261

11
6362 6236(6)

6

6176(7)

12

4

6363 6364

10 10

4 10

5 6

8
6260 1676(9)(4)

3

6462

1 9 9

7

1
東

9

2 2
6476(3) 6061

Ｆ ＳＦ

1 1
浅見

8

補欠2 島崎 亜紗美 (熊本:福徳学院高)

補欠3 冨濱 慈子 (鹿児島:鹿児島純心女子)

原田 真実子 (宮崎:ＳＮＴＣ) 24

補欠1 寺田 愛実 (熊本:宮崎日大高)

果南 (鹿児島:鹿児島中央高) 23
6163 6264

12 川畑 香織 (鹿児島:鳳凰高)

みなみ (佐賀:福徳学院高) 22

11 大渡 菫 (熊本:鹿児島中央高)
6262 6263

元山

10 石坂 桃子 (沖縄:向陽高) 武本

166364
柳本 佳苗 (熊本:熊本北高) 21

6160 6260

桑原 有未 (鹿児島:鳳凰高) 20

9 御領原 由貴 (佐賀:鹿児島純心女子)
76(4)75

もも (沖縄:普天間高) 19

8 内田 朱音 (福岡:福徳学院高)
642664 366163

7 浅見 真帆 (宮崎:宮崎商業高) 宮城

大津 あかり (鹿児島:鳳凰高) 18
7563 066464

真衣 (熊本:福徳学院高) 17
6363 6261

6 師岡 未来 (宮崎:宮崎商業高)

香音 (大分:別府鶴見丘高) 16

5 武藤 やよい (熊本:福徳学院高)
6163 6062

執行

4 市川 真莉 (福岡:香住丘高) 松尾

寺田 悠花 (佐賀:西南学院高) 15
6262 76(4)63

髙居 紗希 (福岡:宗像高) 14

3 若林 芽衣 (大分:TEAM ORION)
6361 166164

莉菜 (熊本:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC) 13
6364

2 中島 鯉季 (鹿児島:鳳凰高)
7563 6062
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1 野田 帆乃佳 (大分:大分舞鶴高)
徳安

徳安


