
u－14男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

7

1 堤野 13 伊藤

2 宮本 14 大石

1 堤野 17 副田

4 大野 17 副田

6 森脇 17 副田

7 植田 17 副田

7 植田 19 川口

8 竹井 21 伊藤

7 植田 22 今里

10 齋藤 22 今里

12 大串 22 今里

谷崎 恭祐 (佐:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

福島 一輝 (大:ﾃﾆｽﾈｯﾄ鹿児島)

(大:ﾃﾆｽﾈｯﾄ鹿児島)

(鹿:ＤＩＶＯ)

(福:海の中道M&T)

u－14男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

伊藤 時空 (宮:筑紫野LTC) 伊藤 伊藤 飛翔 (福:筑紫野LTC)
植田 涼太 (宮:ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ)

奥村 神園
大神 大神 照太 (福:北九州ウエスト)

永江 甲士朗 (鹿:ＭＪＴＣ) 奥村
荻堂 森脇

古堅 琉邦人 (沖:チャレンジ)

須山 向陽 (鹿:鹿屋ＳＳＴ) 荻堂 玉城 勇稀 (沖:チャレンジ)

奥村 龍太郎 (沖:ＳＴＥＰ) 奥村 大串 神園 凌志 (宮:ＭＪＴＣ)
荻堂 公史郎 (沖:ピン・ハブ) 荻堂 川口 森脇 幸星 (宮:Ｍテニス)

秦 亮介 (福:ラフ) 副田 副田 太樹 (宮:ＤＩＶＯ)
正木 康喜 (福:ラフ)

今里 大串
竹井 竹井 海 (宮:BSSA久留米)

今里 翔吾 (佐:ＴＥＡＭ Ｆ) 今里
原田 川口

本薗 慶人 (佐:伊集院Jクラブ)

原田 和哉 (佐:ＳＮＴＣ) 原田 中原 健士郎 (佐:鹿屋ＳＳＴ)

伊藤 大海 (大:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 大串 真也 (長:佐世保LTC)
毛利 光 (大:ブライトTC) 川口 敦史 (長:佐世保LTC)

(宮:ＭＴＦ)
(宮:シーガイア)

補欠
江内谷 駿平
宮本 卓実
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補欠2 藤田 卓也

補欠3 鶴

24

補欠1 福島 一輝

琉邦人 (沖:チャレンジ) 23

6063 624660
12 大串 真也 (長:佐世保LTC)

齋藤 樹市 (福:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ)

21

(長:ＴＥＡＭ Ｆ) 22

11 堤 優希 (大:折尾愛真中)
6161 6361

古堅

623661

鳥井 俊作 (福:北九州ｳｴｽﾄ)

今里

5776(4)76(5)

伊藤 大海 (宮:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ)

翔吾

9 須山 向陽 (鹿:鹿屋ＳＳＴ)
604663

6262
10

(大:佐世保LTC) 19

8 竹井 海 (佐:BSSA久留米)
6264 76(5)3662

20

7 植田 涼太 (宮:ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ) 川口 敦史

6 森脇 幸星 (鹿:Ｍテニス) 奥村 龍太郎

副田 太樹 (宮:ＤＩＶＯ) 17

7564 266261
(沖:ＳＴＥＰ) 18

5 玉城 勇稀 (沖:チャレンジ)
6460 6460

4 大野 琢実 (宮:ドリームTS) 川上 大貴

6161
松本 梨市 (鹿:ＡＢＣｽｸｰﾙ) 15

466162 6362
(大:TEAM ORION) 16

6162
大石 涼太 (福:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 14

3 伊藤 時空 (佐:筑紫野LTC)
6461

植田
伊藤 飛翔 (宮:筑紫野LTC) 13

2 宮本 卓実 (大:シーガイアTA)
6160

6160

6163

2017/1/3～6  

F

1 堤野 竜司 (長:海の中道M&T)


