
u－16男子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

24

1 中川 15 植田

3 上原 15 植田

5 本嶋 18 宮田

5 本嶋 16 下田

5 本嶋 18 宮田

5 本嶋 24 太田

川尻 大空 (スター熊本庭球塾)

稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 8 原口 21 鈴木

8 原口 21 鈴木

11 太田 24 太田

11 太田 23 逆瀬川

11 太田 24 太田

u－16男子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

田所 蓮曹 (ラフ)
鈴木 晴太 (ラフ) 宮本

稲田 康太郎 (大分舞鶴高) 笠原

井上 亜希斗 (ラフ) 堤野 太田

宮田 陸 (グランディール) 堤野
植田 須佐

梁瀬 大輔 (筑陽学園高校)
中村 勇伍 (グランディール) 植田 村上 真優 (ＢＳＳＡ久留米)

堤野 竜司 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 堤野 太田 太田 翔 (佐世保ＬＴＣ)
植田 涼太 (キングフィッシャー) 植田 須佐 須佐 優翔 (EARNEST T.A)

鈴木 蒼平 (北九州ウエスト) 森脇 森脇 幸星 (Ｍテニス)
太田 佳人 (ファーストジュニア)

鈴木 中川
神園 神園 凌志 (ＭＪＴＣ)

原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ) 原口
太田 井﨑

秋吉 晴太 (ＮＴＣクラブ)
橋田 翔太 (テニスＤＩＶＯ) 橋田 川上 大貴 (EARNEST T.A)

下田 一輝 (スター熊本庭球塾) 中川 友 (海星高)
川尻 大空 (スター熊本庭球塾) 井﨑 雄一 (マルヨシ商会)

6363

6264

太田
9

[10-8] 76(4)

Ｆ ＳＦ

6
6363

3
6361

3 9

12

5
6262

11
6363 6260

補欠
田所 蓮曹 (ラフ)
鈴木 晴太 (ラフ)

9

4
6326 76(0)

10 10

4 12

5

3 8
6363 6475

3

7
須佐

9

補欠2 堤野 竜司 (海の中道Ｍ＆Ｔ)

補欠3 岩原 健斗 (ドリームＴＳ)

太田 翔 (佐世保ＬＴＣ) 24

補欠1 川尻 大空 (スター熊本庭球塾)

隼 (油山ＴＣ) 23
644663 6162

12 須佐 優翔 (EARNEST T.A)

啓樹 (Teamくろまめ) 22

11 太田 佳人 (ファーストジュニア)
625761 6360

逆瀬川

10 鳥井 俊作 (北九州ウエスト) 泊口

613663
鈴木9 森田 賢弥 蒼平 (北九州ウエスト) 21

6162 6264

井﨑 雄一 (マルヨシ商会) 20
7564

(グランディール)
6062

汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高) 19

8 原口 弘明 (ドリ－ムＴＳ)
6162

田志

陸

7 宮本

宮田6 笹渕 力 (ルーセントTA熊本)

6362

366462

(グランディール) 18
167563 76(4)61

祐輝 (北九州ウエスト) 17
6061

(鳳凰高校)

5 本嶋 風太 (筑陽学園高校)
6375

(スター熊本庭球塾) 16一輝

3 上原 幹太 (ＡＴＡ)

4 川端 将暉 下田

2663 6162

6175
植田

46606076(6)

亜希斗 (ラフ) 13

涼太 (キングフィッシャー) 15

14大串 真也 (佐世保ＬＴＣ)2 副田 太樹 (テニスＤＩＶＯ)
6263 621664
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F

1 中川 友 (海星高)
太田

井上

1

76(6)46
[10-4]

7
笠原 弘人 (ＲＫＫルーデンス)

宮本 汰一 (熊本ﾏﾘｽﾄ学園高)

2


