
u－16男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

19

1 辻 14 井上

2 菊池 14 井上

4 中川 18 稲田

4 中川 16 鈴木

4 中川 18 稲田

10 宮田 19 太田

7 仲里 19 太田

9 須佐 21 藍澤

10 宮田 19 太田

10 宮田 22 堤野

10 宮田 22 堤野

(大:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ)

(福:木下庭球塾)

(鹿:緑丘中学校)

u－16男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

力武 颯也 (佐:木下庭球塾) 脇川 藍澤 友輝 (大:大分Jr)
森田 凌矢 (佐:ﾄﾞﾘｰﾑTS)

力武 大村
井崎 須佐 優翔 (大:フンドーキン)

堤野 真司 (大:海の中道M&T) 堤野
森田 仲間

脇川 翔希 (佐:風Jr)
森田 梢太 (大:海の中道M&T) 森田 井崎 雄一 (佐:ﾏﾙﾖｼ商会)

山口 陸人 (長:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 力武 中川 大村 駿斗 (沖:RiseTC)
鈴木 蒼平 (長:北九州ｳｴｽﾄ) 森田 太田 仲間 舜 (沖:ロイヤルTE)

太田 佳人 (宮:ﾌｧｰｽﾄｼﾞｭﾆｱ) 辻 辻 陽平 (鹿:アリムラTA)

井上 亜希斗 (宮:ラフ)
太田 中川

米倉 米倉 拓海 (鹿:緑丘中)

田中 翔 (佐:国見中) 稲田
井上 太田

久野 汰郎 (佐:太閤TC)
長野 稜 (佐:木下庭球塾) 仲里 笠原 悠希 (佐:木下庭球塾)

稲田 康太郎 (福:延岡ﾛｲﾔﾙTC) 中川 友 (宮:佐世保LTC)
仲里 翼 (福:ﾊ～ﾄﾌﾙ・ﾋﾟｯﾄ) 太田 翔 (宮:佐世保LTC)

(鹿:ＫＡＺＥ)
(鹿:ＫＡＺＥ)

2017/1/3～6  

F

1 辻 陽平 (宮:アリムラTA)
太田

力武

2 菊池 翼 (沖:NISHIO FACTORY)
603661 6361

6375 166260

颯也 (鹿:木下庭球塾) 13

陸人 (長:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 15

7561 645762

井上 亜希斗 (宮:ラフ) 14

蒼平 (佐:北九州ｳｴｽﾄ) 164 中川 友 (長:佐世保LTC) 鈴木

山口3 橋田 涼平 (福:ＤＩＶＯ)

5 村上 真優 (宮:BSSA久留米)
6460 6164

大村 駿斗 (沖:RiseTC) 17

6262 642662
(大:延岡ﾛｲﾔﾙTC) 186 森田 凌矢 (佐:ﾄﾞﾘｰﾑTS) 稲田 康太郎

7564

7 仲里 翼 (沖:ﾊ～ﾄﾌﾙ・ﾋﾟｯﾄ) 太田
6263 76(2)60

(大:フンドーキン)
6275

翔 (宮:佐世保LTC) 19

8 川﨑 絢太 (福:ブライトTC)
1676(6)63

友輝 (福:大分Jr) 21

6160 6161

堀口 心夢 (鹿:アリムラTA) 20

真司10 宮田 陸 (宮:ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC) 堤野

623663
藍澤9 須佐 優翔

(宮:海の中道M&T) 22

11 山口 柚希 (佐:ﾄﾞﾘｰﾑTS)
4676(5)61 6062

下田 一輝 (長:ｽﾀｰ熊本庭球塾) 23

67(4)6264 266275
12 本田 嵩稀 (鹿:ｼｰｶﾞｲｱTA) 太田 佳人 (大:ﾌｧｰｽﾄｼﾞｭﾆｱ) 24

補欠1 宮本 汰一

補欠2 森 優介

拓海
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6446[10-5]

1 12 9

10 10

4 12

5 6

6161

5762[10-8]

11
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補欠
上原 幹太
渡邊 伸之介

5775[10-2]

6263

5762[10-8]

6246[10-8] 6375

6

6162

4

補欠3 米倉


