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1 大神 13 坂本

3 中島 15 関根

1 大神 18 正木

5 髙妻 17 餅原

5 髙妻 18 正木

1 大神 22 三溝

7 前田 19 斎藤

9 川口 20 花田

7 前田 22 三溝

10 川竹 22 三溝

12 伊藤 22 三溝

u－14男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大神 照太 (北九州ウエスト) 萩尾 萩尾 翼 (風Ｊｒ)
伊藤 飛翔 (筑紫野ＬＴＣ)

大神 正木
中原 中原 健士郎 (風Ｊｒ)

二宮 煌太 (ＴＩＰ) 餅原
伊藤 前田

小山 絵世 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)
糸永 龍矢 (EARNEST T.A) 本薗 南 晴空 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)

餅原 毅 (Ｍ　テニス) 大神 正木 正木 康喜 (ラフ)
本薗 慶人 (伊集院Jクラブ) 伊藤 前田 前田 優 (ラフ)

三溝 真人 (佐賀ＧＴＣ) 下田 下田 大翔 (スター熊本庭球塾)

俵 久倖 (佐賀ＧＴＣ)
永村 川口

坂本 坂本 日色 (ルーセントTA熊本)

是永 息吹 (ライジングサンHJC) 永村
山﨑 福森

渡邉 陽太 (テニスＤＩＶＯ)

田村 亮佑 (シーガイアＴA) 山﨑 関根 大耀 (春日西ＴＣ)

永村 優翔 (ＡＴＡ) 川口 敦史 (佐世保ＬＴＣ)
山﨑 壮真 (ＡＴＡ) 福森 功一郎 (長崎ゼロックス)

永村 優翔 (ＡＴＡ)

２ ０ １ ８ 　九州ジュニアテニスサーキット 　マ ス タ ー ズ 大 会

2018/1/3～6  

F

1 大神 照太 (北九州ウエスト)
三溝

坂本 日色 (ルーセントTA熊本) 13
644664

2 福森 功一郎 (長崎ゼロックス)
6262 6464

一瀬 拓実 (ＳＮＴＣ) 14

3 中島 大和 (臼杵ジュニア)
76(1)64 641661

大耀 (春日西ＴＣ) 15
614660 6462

4 髙田 快 (ラフ) 堤

関根

優希 (折尾愛真中) 16

5 髙妻 蘭丸 (日向学院中学校)
6461 6363

餅原 毅 (Ｍ　テニス) 17
6364 613661

6 中原 健士郎 (風Ｊｒ) 正木 康喜 (ラフ) 18
6326 6261

7 前田 優 (ラフ) 斎藤 樹市 (福岡パシフィック) 19

8 二宮 煌太 (ＴＩＰ)
6360 7561
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76(3)

9 川口 敦史 (佐世保ＬＴＣ)
6060

76(3)62 6463

花田 海翔 (テニスＤＩＶＯ)

三溝

066461
宮本 卓実 (シーガイアＴA)

真人
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(佐賀ＧＴＣ) 22

11 南 晴空 (ＴＥＡＭ-Ⅰ)
6361 6062

本薗

10

12 伊藤 飛翔 (筑紫野ＬＴＣ)

川竹 勇伍 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
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補欠1 田村 亮佑 (シーガイアＴA)

慶人 (伊集院Ｊクラブ) 23
6162 633664

補欠2 下田 大翔 (スター熊本庭球塾)

補欠3 荒木 仁功郎 (長崎中学校)
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補欠
荒木 仁功郎 (長崎中学校)

一瀬 拓実 (ＳＮＴＣ)


