
u－12男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 前田 15 福原

3 浅田 15 福原

1 前田 18 花田

4 小原 17 石橋

4 小原 18 花田

1 前田 18 花田

7 坂本 19 我謝

9 金城 20 河野

12 武藤 24 髙妻

10 川上 22 貴島

12 武藤 24 髙妻

(鹿:RKKルーデンス)

(大:ドリームTS)

(佐:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

u－12男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

前田 優 (大:ラフ) 小原 小原 一隼 (長:ドリームTS)

井元 悠人 (大:ラフ)
前田 坂本

石橋 石橋 侑依 (長:ドリームTS)

岩原 剛志 (鹿:ドリームTS) 鶴濱
井元 松永

貴島 郁斗 (福:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

上村 秀蔵 (鹿:ドリームTS) 原中 関根 大耀 (福:春日西TC)

鶴濱 諒真 (宮:筑紫野LTC) 前田 花田 坂本 日色 (宮:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

原中 優真 (宮:筑紫野LTC) 井元 武藤 松永 朔太郎 (宮:ｱｻﾋ緑健久山TC)

我謝 慎 (沖:ＧｅｎＴＳ) 平山 山脇 陽夕 (鹿:ＫＡＺＥ)
仲間 望 (沖:ロイヤルTE)

我謝 花田
岩本 四村 彰人 (鹿:ＫＡＺＥ)

出口 俊汰 (宮:ﾏﾙﾖｼ商会) 前山
仲間 武藤

平山 寛太 (佐:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ)

今里 航大 (宮:TEAM F) 福原 岩本 始恩 (佐:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ)

前山 佑太 (佐:木下庭球塾) 花田 海翔 (宮:ＤＩＶＯ)
福原 聡馬 (佐:太閤TC) 武藤 守生 (宮:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

(宮:チームエリート)
(宮:チームエリート)

補欠
山口 紗輝
服部 洸生

Ｆ
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補欠2 上村 秀蔵

補欠3 小崎 敬太

(宮:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 24

補欠1 西山 泰我

ＳＦ

(大:木下庭球塾) 23

6262 6160
12 武藤 守生 (宮:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 髙妻 蘭丸

(佐:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 22

11 関根 大耀 (佐:春日西TC)
6363 6462

前山 佑太

(鹿:伊集院Jクラブ) 21

4676(5)64 6267(3)63

10 川上 慶槇 (鹿:ＳＴＡ) 貴島 郁斗

(長:ＩＴＳ九州) 20

9 金城 朝夢 (沖:ピン・ハブ)
6160 6161

笹川 祐輝

(沖:ＧｅｎＴＳ) 19

8 重藤 和人 (福:ｱｻﾋ緑健久山TC)
6260 6264

河野 隼也

7 坂本 日色 (宮:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 我謝 慎
6162 6262

6 仲間 望 (沖:ロイヤルTE) 花田 海翔

石橋 侑依 (佐:ドリームTS) 17

6363 6260
(宮:ＤＩＶＯ) 18

5 今里 航大 (福:ＴＥＡＭ Ｆ)
6063 6263

4 小原 一隼 (長:ドリームTS) 下竹 大翔

6261
福原 聡馬 (大:太閤TC) 15

6264 6261
(鹿:枕崎海の子TC) 16

76(5)67(3)76(2)

藤本 修輔 (福:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 14

3 浅田 紘輔 (佐:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC)
6360

前田
松永 朔太郎 (長:ｱｻﾋ緑健久山TC) 13

2 下田 大翔 (宮:スター熊本庭球塾)
6060

76(3)61

6362

2017/1/3～6  

F

1 前田 優 (大:ラフ)


