
第25回九州ジュニアテニスサーキット宮崎大会　順位(男子）
№

１位 黒木　 千里 STA 甲斐　 直登 ドリームＴＳ 田中 亮大　 ＷＡＴＣジュニア 日暮 潮 鳳凰高校 平川　 開治 鳳凰高校

２位 鄧　 正希 チームミリオン 安増　 篤史 グローバルアリーナ 田中 啓太　 福岡パシフィック 染矢　 和隆 延岡ロイヤルJr 坂口 雄太 鳳凰高校

３位 田中 優之介 福岡パシフィック 掛林 達樹 熊本庭球塾 林田　 誠 ＡＴＡ 小柳 裕庸 福岡パシフィック 林  裕一郎 鹿児島中央高校

４位 中島　 悠利 熊本庭球塾 栗山　 拓也 太閤ＴＣ 荒巻 央 ＲＫＫルーデンス 成松　 智希 RKKルーデンス 内田　 菜大 佐土原高校

５位 末田　 遼 エスタ諏訪野 工藤 弘基 福岡パシフィック 中島 弘陽 熊本庭球塾 井上 敬博 ライジングサンHJC 多治見 幸亮 熊本庭球塾

６位 宮崎 陸太 ドリームＴＳ 米田 伊織 STA 萬福 健太郎 ライジングサンHJC 竹田　 祐二 伊集院高校 石井 智久 宮崎大宮高校

７位 岡村　 浩太 徳之島 東 大翔 熊本庭球塾 川俣　 俊太郎 チームミリオン 石堂　 勇真　 鳳凰高校

８位 井上 諒風 ドリームＴＳ 森脇 亮太 Ｒｉｎｄａ　Ｊｒ 大塚 陽平 熊本庭球塾 姫田　 晃 日向学院高校

栗山 拓也 太閤ＴＣ 林田 誠 ＡＴＡ 日暮 潮 鳳凰高校 坂口　 雄太 鳳凰高校

安増 篤史 グローバルアリーナ 岡本 遼介 フジジュニア 瀧　 友治 鳳凰高校 平川　 開治 鳳凰高校

掛林　 達樹 熊本庭球塾 萬福　 健太郎 ライジングサンHJC 西田 浩輝 鳳凰高校 林 裕一郎 鹿児島中央高校

御山 颯郎 熊本庭球塾 小林　 龍之輔 ライジングサンHJC 渡邉　 仁史 鳳凰高校 平 浩太朗 志學館高校

米田 伊織 STA 荒巻 央 ＲＫＫルーデンス 井上 敬博 ライジングサンHJC 内田 菜大 佐土原高校

堀口 来夢 エアポートテニスクラブ 上甲　 耀大 ＲＫＫルーデンス 内田 翔 ミリオン 小村 尚弘 佐土原高校

西村 大誠 ライジングサンHJC 東　 俊樹 シーガイア 阿部　 和也 鳳凰クラブ 石堂　 勇真　 鳳凰高校

陣内　 洋柾 チーム村雲 永友 淳 ライジングサン 荒巻　 巧　 鳳凰クラブ 田中 雄大 鳳凰高校

第25回九州ジュニアテニスサーキット宮崎大会　順位(女子）

１位 里 萌加 大村Ｊｒ・ＴＣ 山口　 真琴 九州国際ＴＣ 川本　 桃子 ドリームＴＳ 高木　 朝香 RKKルーデンス 中島　 愛子 STA

２位 山口 みやび 福岡パシフィックＴＡ 鶴田　 陽菜 TFTC 中村　 優里 熊本庭球塾 松尾　 楓 ライジングサンHJC 河野　 早希 日向学院高校

３位 栗山 侑子 太閤ＴＣ 小松 莉奈 ドリームＴＳ 山口　 あやみ 福岡パシフィックＴＡ 西　 沙綾 ライジングサンHJC - -

４位 古川　 莉子 エアポートテニスクラブ 吉永　 汐里 サザンフィールド 松尾　 彩美 ライジングサンHJC

５位 野田　 百恵 九州国際ＴＣ 平原　 美咲 エアポートテニスクラブ 森脇 美貴 Ｒｉｎｄａ　Ｊｒ

６位 芦浦 里奈 エアポートテニスクラブ 恒吉　 春花 フジジュニア 相良　 麻帆 ライジングサンHJC

７位 梶谷　 亜未 春日西ＴＣ 高倉　 千幸 KMN　TC 甲斐　 優季 ライジングサンHJC

８位 中山 瑛夢 延岡ロイヤルJr 宮田 佳奈 ベアーズJr.

小松 莉奈 ドリームＴＳ 平原　 美咲 エアポートテニスクラブ 甲斐　 優季 ライジングサンHJC

山口 真琴 九州国際ＴＣ 中村　 優里 熊本庭球塾 西  沙綾 ライジングサンHJC

英　 凪紗 STA 吉永 汐里 サザンフィールド 羽生 愛美 ＡＴＡ

堤 陽菜 G-クエスト 黒木 沙織 サザンフィールド 上別府 里穂 白銀坂Ｊｒ

中山 瑛夢 延岡ロイヤルJr 上吹越　 有希 フジジュニア 松尾 彩美 ライジングサンHJC

今村　 凪沙 熊本庭球塾 田中　 彩 伊集院Jクラブ 相良 麻帆 ライジングサンHJC

川畑 このみ 大原クラブ 馬場 萌生 伊集院Jクラブ

福永　 雛乃 ＡＴＡ 牧  綾香 マイム

12才以下　女子ダブルス

18才以下　女子シングルス

18才以下　女子ダブルス16才以下　女子ダブルス14才以下　女子ダブルス

10才以下　女子シングルス 12才以下　女子シングルス 14才以下　女子シングルス 16才以下　女子シングルス

18才以下　男子シングルス

12才以下　男子ダブルス 14才以下　男子ダブルス 16才以下　男子ダブルス 18才以下　男子ダブルス

10才以下　男子シングルス 12才以下　男子シングルス 14才以下　男子シングルス 16才以下　男子シングルス
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