
u－12男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 武藤 14 沼口

2 北島 14 沼口

1 武藤 18 浅田

5 大野 16 菊竹

6 宮里 18 浅田

1 武藤 18 浅田

7 前山 20 栄

8 大坪 20 栄
12 太田 24 松永

10 久保 22 児島

12 太田 24 松永

u－12男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

松永 朔太郎 (ＴＩＮ) 児島 児島 龍太郎 (長崎ＴＬＤ)
武藤 守生 (福岡パシフィック)

松永 児島
太田 太田 周 (佐世保ＬＴＣ)

坪田 稜生 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 高橋
武藤 太田

上村 秀蔵 (ドリ－ムＴＳ)
岩本 翔広 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 松尾 岩原 剛志 (ドリ－ムＴＳ)

高橋 彪馬 (ラフ) 松永 宮里 鵜狩 良仁 (伊集院Jクラブ)

松尾 匠翔 (ラフ) 武藤 田口 岩切 晴哉 (伊集院Jクラブ)

笹川 祐輝 (伊集院Jクラブ) 宮里 宮里 琉星 (ＴＣμ)
福島 玄輝 (テニスネットかごしま)

栄 宮里
田口 田口 慎太郎 (ＴＣμ)

久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 栄
大野 田口

吉武 真輝 (グローバルアリーナ)

南 伊織 (ＲＫＫルーデンス) 大野 原中 優真 (筑紫野ＬＴＣ)

栄 圭吾 (ドリ－ムＴＳ) 前山 佑太 (木下庭球塾)
大野 孔雅 (筑紫野ＬＴＣ) 田代 修渡 (木下庭球塾)
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F

1 武藤 守生 (福岡パシフィック)
武藤

高橋 彪馬 (ラフ) 13

2 北島 聖士 (ＢＳＳＡ久留米)
6060 622662

沼口 昇永 (グランディール) 14

3 鵜狩 良仁 (伊集院Jクラブ)
6476(3) 6362

佐藤 仁星 (ルーセントTA熊本) 15
166360 6263

4 相島 悠吾 (福岡パシフィック) 菊竹 烈 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 16

5 大野 孔雅 (筑紫野ＬＴＣ)
6260 76(1)62

嶽村 柊太 (福岡パシフィック) 17
6260 6062

6 宮里 琉星 (ＴＣμ) 浅田 紘輔 (ライジングサンHJC) 18
6160 6162

7 前山 佑太 (木下庭球塾) 笹川 祐輝 (伊集院Jクラブ) 19

8 大坪 勇翔 (風Ｊｒ)
622661 6260

栄 圭吾 (ドリ－ムＴＳ) 20

9 豊田 亮太 (ロケーション)
6163 6264

福島 玄輝 (テニスネットかごしま) 21
6162 6064

10 久保 勇颯 (スター熊本庭球塾) 児島 龍太郎 (長崎ＴＬＤ) 22

11 中林 宗一郎 (ＶＩＶＡファミリア)
611664 5762

小林 洸士郎 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 23
6262 6060

12 太田 周 (佐世保ＬＴＣ) 松永 朔太郎 (ＴＩＮ) 24

補欠1 湯谷 綸久 (ＫＴＣ)

補欠2 小野 奏吾 (エルグ・テクノ)

補欠3 秋山 直毅 (ドリ－ムＴＳ)
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補欠
安藤 大和 (マルヨシ商会)

大坪 勇翔 (風Ｊｒ)
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