
u－１2男子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
5

1 甲斐 9 安増

1 甲斐 9 安増

4 里 12 上杉

5 掛林 16 安上

5 掛林 13 佐藤

5 掛林 16 安上

8 長尾 16 安上

u－１2男子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

栗山 拓也 (宮崎:太閤ＴＣ) 栗山 安上 米田 伊織 (鹿児島:ＳＴＡ)

安増 篤史 (宮崎:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ) 安増 甲斐 堀口 来夢 (鹿児島:エアポートTC)

稲田 瑞希 (北部:ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS) 栗山 安上 安上 昴志 (北部:ＩＴＳ九州)

野口 莉央 (北部:ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞITS) 安増 甲斐 甲斐 直登 (北部:ドリームＴＳ)

掛林 達郎 (西部:熊本庭球塾) 掛林 佐藤 和田 晃紀 (西部:吉田ＴＳ)

御山 颯郎 (西部:熊本庭球塾) 御山 宇野 阿部 直人 (西部:吉田ＴＳ)

出来 浩晃 (鹿児島:Grail－Quest) 佐藤 祥次 (大分:大分Ｊｒ)

堤 秀一郎 (鹿児島:Grail－Quest) 宇野 敦也 (大分:ＢＥＫＩＴＴ)

u－１2女子 シングルス

１Ｒ QF SF SF QF １Ｒ
8

1 山口 10 坂本

1 山口 12 松尾

4 笛木 12 松尾

8 城間 15 野田

6 後藤 13 杉本

8 城間 15 野田

8 城間 15 野田

u－１2女子 ダブルス

１Ｒ ＳＦ １Ｒ

城間 安実 (西部:ＪＩＮ Ｊｒ) 城間 小松 脇 香奈子 (鹿児島:ＳＴＡ)

下地 奈奈 (西部:ＪＩＮ Ｊｒ) 下地 山口 矢崎 真衣 (鹿児島:ＳＴＡ)

英 凪紗 (宮崎:ＳＴＡ) 城間 小松 小松 莉奈 (宮崎:ドリームTS)

堤 陽菜 (宮崎:Ｇ-クエスト) 下地 山口 山口 真琴 (宮崎:九州国際ＴＣ)

芦浦 里奈 (鹿児島:エアポートTC) 芦浦 松尾 比嘉 益見 (西部:ＪＩＮ Ｊｒ)

古川 莉子 (鹿児島:エアポートTC) 古川 笛木 城間 里杏 (西部:ＪＩＮ Ｊｒ)

坂本 はな (北部:油山ＴＣ) 松尾 風香 (大分:ＢＥＫＩＴＴ)

山田 あい (北部:油山ＴＣ) 笛木 愛彩美 (大分:ＢＥＫＩＴＴ)

２ ０ ０ ９ 九州ジュニアサーキット マ ス タ ー ズ 大 会

2009/1/3～6

F
掛林

安増 篤史 (宮崎:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ)1 甲斐 直登 (宮崎:ドリームTS) 9
62,06,76(5)

2 古賀 大貴 (西部:佐賀ＧＴＣ)
64,75 76(7)

76(3) 御山 颯郎 (西部:熊本庭球塾) 10

3 工藤 弘基 (北部:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)
64,62 64,62 宇野 敦也 (大分:ＢＥＫＩＴＴ) 11

4 里 一希 (鹿児島:大村Ｊｒ Ｔｃ)
61,62 6362 上杉 旬生 (北部:油山ＴＣ) 12

5 掛林 達樹 (宮崎:熊本庭球塾)
63,62 64,36,63 佐藤 祥次 (大分:大分Ｊｒ) 13

6 合戸 廉太朗 (西部:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)
62,61 6175 比嘉 理斗 (西部:Ｇｅｎ ＴＳ) 14

7 西村 大誠 (鹿児島:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ)
61,63 62,16

76(4)
本田 貴大

16

Ｆ ＳＦ

(鹿児島:シーガイアＪｒ) 15

8 長尾 成彰 (大分:ＯＲＩＯＮ.ＴＳ)
75,62

1
栗山

1 1
安増

(北部:ＩＴＳ九州)
60,75 安上 昴志

62,64

6 5
63,06,64

2
61,63

1 6
61,61

6

76(6),62

8 7

4
62,61 36,62,62

8

3 3
76(5),64

芦浦 里奈 (鹿児島:エアポートTC) 9

F

1 山口 真琴 (宮崎:九州国際TC)
城間

60,61 63,63 坂本 はな2 徳永 薫保 (西部:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) (北部:油山ＴＣ) 10

3 上野 梓 (北部:北九州ウエスト)
63,63 64,46,63 山村 寿莉 (西部:北九州ウエスト) 11

4 笛木 愛彩美 (大分:ＢＥＫＩＴＴ)
60,63 76(6)

67(3)
63

松尾 風香 (大分:ＢＥＫＩＴＴ) 12

5 英 凪紗 (鹿児島:ＳＴＡ) 62,62 64,61 杉本 美紅 (西部:鹿町SKH TC) 13

6 後藤 岬 (大分:ＢＥＫＩＴＴ)
63,75 60,61 脇 香奈子 (鹿児島:ＳＴＡ) 14

7 小松 莉奈 (宮崎:ドリームTS)
61,61 61,60 野田 百恵 (北部:九州国際ＴＣ) 15

8 城間 安実 (西部:ＪＩＮ Ｊｒ)
63,63 76(5)

36
62

鶴田 陽菜

城間

1 1
下地

(宮崎:ＴＦＴＣ) 16

Ｆ ＳＦ
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8 7
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76(10)
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