
南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U10男子シングルス

A1

1 小野　宗一郎 ＢＥＫＩＴＴ B2

2 横山　彰人 ルネサンスＪｒ A2

3 日髙　大地 ルネサンスＪｒ B1

4 中山　健仁 ロイヤルJｒ

1 井上　隆也 大分スポーツ公園ＴＳ

2 末吉　鼓太朗 ルネサンスＪｒ

3 名越　大地 MTFJr

U12男子シングルス

1 本田　貴大 シーガイアＪｒ

2 浜田　大志 住吉Ｊｒ

3 井上　瑞樹 大分スポーツ公園ＴＳ

4 魚住　竜司 シーガイアＪｒ

5 鄧　　正希 チームミリオン

6 福岡　大雅 MTFJr

7 中村　瑛 シーガイアＪｒ

8 西村　大誠 ライジングサンＨＪＣ

9 小泉　裕暉 シーガイアＪｒ

10 馬場　愼太郎 ロイヤルJｒ

11 染矢　和仁 ロイヤルJｒ

12 真鍋　広大 チームミリオン

13 久門　幹 シーガイアＪｒ

14 川越　絢恭 日南TCジュニア

15 財前　達担 ＢＥＫＩＴＴ

16 井口　拓海 シーガイアＪｒ

17 大村　将 シーガイアＪｒ

18 陣内　洋柾 チーム村雲

19 岡村　浩太 徳之島

20 堀口　来夢 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

21 小泉　亮太 シーガイアＪｒ

22 川路 　廉 Grail　Quest

23 黒木　千里 STA

24 松田　悠生 シーガイアＪｒ

25 名越　光 MTFJr

勝敗 勝率 順位

黒木　 松田　 名越　 勝敗

堀口　 小泉　 川路 勝敗 勝率 順位

大村　 陣内　洋柾 岡村　 勝敗 勝率 順位

川越　 財前　 井口　 勝敗

西村　 小泉　 馬場　 勝敗

鄧　　 福岡　 中村　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

染矢　 真鍋　 久門　

本田　 浜田　 井上　 魚住　 勝敗

井上　 末吉　 名越　 勝敗 勝率

勝敗中山　日髙　小野　 横山　
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南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U14男子シングルス

1 小林　龍之輔 ライジングサンＨＪＣ

2 東　　大翔 熊本庭球塾

3 松田　将斉 ロイヤルJｒ

4 高垣　遼也 エリートPJr

4 吉弘　幸平 シーガイアＪｒ

5 小野　祐嗣 チームミリオン

6 小川　直樹 広瀬中テニス愛好会

7 岡本　健吾 チームミリオン

8 前田　啓稀 住吉Ｊｒ

9 永友　淳 ライジングサンＨＪＣ

10 東　　俊樹 シーガイアＪｒ

11 岡本　遼介 フジジュニア

12 日高　圭太 エリートPJr

13 新坂　祐人 シーガイアＪｒ

14 山本　草太 ＣＨイワキリ

15 川添　浩太郎 第一中

16 東　　侑磨 STA

17 児玉　悠平 チームミリオン

18 那須　敬太 清武Ｊｒ

19 萬福　健太郎 ライジングサンＨＪＣ

20 川崎　貴文 チームミリオン

21 春山　亮太 西高附属中

22 矢野　雅己 シーガイアＪｒ

23 佐原　潤哉 チームミリオン

24 山下　創一郎 広瀬中テニス愛好会

25 森脇　亮太 Rinda　Ｊｒ

26 堂園　健人 エリートPJr

27 道本　亮平 シーガイアＪｒ

28 高須　俊 チームミリオン

29 井口　仁平 シーガイアＪｒ

30 黒田　亮太 ロイヤルJｒ

1 掛林　達樹 熊本庭球塾

2 隈元　大登 広瀬中テニス愛好会

3 川越　玲恭 日南TCジュニア

4 髙橋　　翔 ＣＨイワキリ

髙橋　 勝率 順位

勝率 順位

掛林　 隈元　 川越　

高須　 井口　 黒田　 勝敗 勝率 順位

道本　 勝敗森脇　 堂園　

矢野　 佐原　 山下　 勝敗 勝率 順位

萬福　 川崎　 春山　 勝敗 勝率 順位

東　　 児玉　 那須　 勝敗 勝率 順位

新坂　 山本　 川添　 勝敗 勝率 順位

東　　 岡本　 日高　 勝敗 勝率 順位

岡本　 前田　 永友　 勝敗 勝率 順位

吉弘　 小野　 小川　 勝敗 勝率 順位

小林　 東　　 松田　 高垣　A
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南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U16男子シングルス

1 岡村　修平 徳之島

2 杉山　茂 飫肥中

3 西村　量喜 佐土原高校

4 大村　健 シーガイアＪｒ

5 吉田 光 日向学院中

6 中山　龍治 宮崎第一

7 小原　尚晃 サングリーンJr

8 荒武　祐也 シーガイアＪｒ

9 重山　裕紀 佐土原高校

10 川俣　俊太郎 チームミリオン

11 大峯　慶明 清武Ｊｒ

12 日髙　雄大 シーガイアＪｒ

13 陣内　優 シーガイアＪｒ

14 西岡　信次 佐土原高校

15 佐伯　勇輔 伊集院高校

16 矢野　晃敏 日向学院高

17 中矢　孝秋 宮崎第一

18 宮元　耀嗣 西高附属中

19 曽木　翔太 サングリーンJr

20 三巻　拓矢 日向学院高

21 稲森　広治 エリートPJr

22 伊藤 孝史郎 日向学院高

23 児玉　祐昌 シーガイアＪｒ

24 轟木　圭祐 飯野高校

25 永田　和大 チームミリオン

26 岡本 裕佐 日向学院中

27 中村　晃基 シーガイアＪｒ

28 池之上理宇 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

29 南里　健太 チームミリオン

30 石坂 太一 日向学院中

31 竹田　祐ニ 伊集院高校

32 麻生　健太 シーガイアＪｒ

33 春山　悠太 西高附属中

34 西ノ村　尚也 飯野高校

35 堀本 衛 日向学院高

36 五條　量寿 チーム村雲

37 内田　　翔 チームミリオン

38 黒岩　真成 日向学院高

39 留野　僚也 シーガイアＪｒ

40 染矢　和隆 ロイヤルJｒ

41 野元　大輔 シーガイアＪｒ

42 原口　祐一 ＣＨイワキリ

染矢　 野元　

内田　 黒岩　 留野　

原口　 勝敗

勝敗 勝率 順位

西ノ村 堀本 五條　 勝敗

竹田　 麻生　 春山　 勝敗

勝敗 勝率 順位

永田　 岡本 中村　 勝敗

伊藤 児玉　 轟木　

勝率 順位

勝率 順位

川俣　 大峯　 日髙　 勝敗

勝率 順位曽木　 三巻　 稲森　 勝敗

矢野　 中矢　 宮元　 勝敗

陣内　 西岡　 佐伯　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位

小原　 荒武　 重山　 勝敗 勝率 順位

大村　 吉田 中山　 勝敗 勝率 順位

勝率岡村　 杉山　 西村　 勝敗
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南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U18男子シングルス

1 石井　智久 宮崎大宮

2 林　　憲秀 小林工業

3 黒木　翔太 小林秀峰高校

4 伹田　英次郎 小林工業

5 清水　翔大 宮崎大宮

6 田村　隆樹 日向学院高

7 吉弘　哲也 日向学院高

8 内田　尚孝 小林工業

9 田野　佑季 小林秀峰高校

10 谷口　大 宮崎大宮

11 瀬口　学 小林工業

12 杉元　皓太 小林秀峰高校

13 田口　将伍 佐土原高校

14 栢木　尭裕 小林工業

15 佐原　諒亮 チームミリオン

16 内田　菜大 佐土原高校

17 石田　優希 小林工業

18 白石　翼 宮崎大宮

19 岡本　英志 日向学院高

20 山下　愼之助 小林秀峰高校

21 押川　諒輔 小林工業

22 石川　恵太郎 佐土原高校

23 田口　博仁 小林工業

24 乾　良介 飯野高校

25 中村　拓真 宮崎大宮

26 原　　渉太 小林秀峰高校

27 種子田秀章 小林工業

28 西ノ村　祐太 飯野高校

29 楠元　昌三 小林工業

30 千田　哲矢 小林秀峰高校

勝敗 勝率

勝率 順位西ノ村 楠元　 千田　 勝敗

勝率 順位

伹田　 清水　 田村　

勝率 順位中村　 原　　 種子田 勝敗

石川　 田口　 乾　良 勝敗

岡本　 山下　 押川　 勝敗 勝率 順位

内田　 石田　 白石　 勝敗 勝率 順位

田口　 栢木　 佐原　 勝敗 勝率 順位

谷口　 瀬口　 杉元　 勝敗

吉弘　 内田　 田野　 勝敗

黒木　 勝敗石井　 林　　

順位勝敗 勝率

勝率 順位

順位勝率
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南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U18男子シングルス

31 小村　拓也 宮崎日大高校

32 中須　健人 宮崎大宮

33 有村　勇貴 小林工業

34 猪野　宏樹 佐土原高校

35 石野　悠介 小林秀峰高校

36 山元　広平 宮崎大宮

37 姫田　晃 日向学院高

38 白羽根　崚 宮崎大宮

39 大川内雄大 小林工業

40 伊東　直哉 佐土原高校

41 久保　匡史 小林秀峰高校

42 上原　駿作 宮崎大宮

43 小村　尚弘 佐土原高校

44 前田　雄飛 日向学院高

45 上牟田広太 小林工業

46 東　　拓磨 STA

47 鎌田　耕作 宮崎大宮

48 牟田　邦彦 小林工業

49 八重尾貴大 小林工業

50 徳永　海 小林秀峰高校

51 小野　健太 宮崎大宮

52 佐々木雄也 宮崎第一

53 田上　萩一 小林工業

54 髙﨑　隼斗 小林秀峰高校

55 井上　敬博 ライジングサンＨＪＣ

56 留山　貴裕 小林工業

57 柊﨑　恵介 小林秀峰高校

勝率 順位井上　 留山　 柊﨑　 勝敗

勝率 順位佐々木 田上　 髙﨑　 勝敗

勝率 順位八重尾 徳永　 小野　 勝敗

順位東　　 鎌田　 牟田　 勝敗

小村　 前田　 上牟田 勝敗

伊東　 久保　 上原　 勝敗

勝率

小村　 中須　 勝敗

勝率 順位

勝率 順位

勝率

有村　 勝率 順位

姫田　 勝率 順位白羽根 大川内 勝敗

順位猪野　 山元　 勝敗石野　
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南日本ジュニア2008　４月２日（木）・３日（金）・６日（月） 宮崎県総合運動公園 

U10女子シングルス

1 藤本　海月 ロイヤルJｒ

2 齊藤　光羽 シーガイアＪｒ

3 中村　芽玖 チームミリオン

4 前原　舞乃 シーガイアＪｒ

5 東　　美月 住吉Ｊｒ

6 坂本　陽菜 シーガイアＪｒ

7 須佐　真優 大分スポーツ公園ＴＳ

8 猪野　ひより シーガイアＪｒ

9 甲斐　南那 ロイヤルJｒ

決勝リーグ

A

B

C

U1２女子シングルス

1 野田　百恵 九州国際テニスクラブ

2 西田　百花 ルネサンスJr

3 池田　明里 ＣＨイワキリ

4 黒木　日菜子 シーガイアＪｒ

5 英　　凪紗 STA

6 新坂　なつき シーガイアＪｒ

7 島田　沙和子 清武Ｊｒ

8 中山　瑛夢 ロイヤルJｒ

9 末吉　梨夏 シーガイアＪｒ

10 南里　綾香 チームミリオン

11 阿野山　碧依 STA

12 甲斐　未央 シーガイアＪｒ

13 井戸川　茉結 清武Ｊｒ

14 引地　美結 ルネサンスＪｒ

15 福永　希梨花 シーガイアＪｒ

16 富吉　香帆 チーム村雲

17 仮屋　萌々子 STA

18 梶浦　梨央 シーガイアＪｒ

19 中村　夢 チームファイナル

20 前原　茉彩 シーガイアＪｒ

21 矢崎　真衣 STA

22 伊藤　夢華 チームファイナル

23 脇　　香菜子 STA

24 吉村　真夕 シーガイアＪｒ

25 郡　　風花 清武Ｊｒ

26 芦浦　里奈 ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

27 済陽　優花 チームミリオン

28 松田　明与 ロイヤルJｒ

前原　 東　　 坂本　 順位

須佐　 勝率

勝敗

勝敗 勝率

順位芦浦　 済陽　 松田　 勝率勝敗

脇　　 吉村　 郡　　 勝敗 勝率 順位

前原　 矢崎　 伊藤　 勝敗 勝率 順位

勝率 順位仮屋　 梶浦　 中村　 勝敗

引地　 福永　 富吉　 勝敗

勝率 順位阿野山 甲斐　 井戸川 勝敗

順位中山　 末吉　 南里　 勝敗

勝率 順位

勝率

順位島田　 勝敗 勝率英　　 新坂　

勝敗野田　 西田　 池田　 黒木　

勝率 順位

順位猪野　 甲斐　 勝敗

中村　 勝敗 勝率 順位藤本　 齊藤　

順位勝率
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