
2017（平成29）年
期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月9日 第25回ルーデンス小中学生 男子単 中学生 優勝 姉川　翔

第25回ルーデンス小中学生 女子単 中学生 優勝 松川幸美
第25回ルーデンス小中学生 女子単 中学生 準優勝 梅田萌果
第25回ルーデンス小中学生 女子単 中学生 ベスト4 中山椎菜
第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 男子単 小学生 準優勝 冨田竜誠
第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 女子単 小学生 ３位 笠原亜美
第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 男子単 小学４年生 優勝 西山依吹
第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 男子単 小学４年生 ３位 板敷哲平
第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 女子複 小学生 準優勝 笠原亜美

1月14日 第25回ルーデンス小中学生(九州小学生予選） 男子複 小学生 準優勝 西山泰我
1月18日 第3回ダイドードリンコ女子ダブルス 女子複 オープン 優勝 永本香奈・
1月29日 熊本県室内テニス選手権 男子単 A ベスト4 上甲修平，永井慶人

熊本県室内テニス選手権 男子単 O-45 準優勝 井上康司
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-50 優勝 古庄昭典
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-50 準優勝 山根康司
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-60 優勝 小倉　猛

2月17,18日 JPTA全国大会 女子単 U-14 優勝 山口　藍
JPTA全国大会 男子単 U-14 ベスト8 宮本汰一，姉川　翔

2月18～23日 熊本学生テニス選手権 男子単 準優勝 上甲修平
熊本学生テニス選手権 男子単 ベスト4 木下浩樹，二子石哲也
熊本学生テニス選手権 男子複 優勝 上甲修平・
熊本学生テニス選手権 男子複 ベスト4 吉田訓崇・木下浩樹

2月18～26日 中学生学年別テニス選手権 男子単 2年生 ベスト4 姉川　翔
中学生学年別テニス選手権 男子単 1年生 準優勝 築嶋優太
中学生学年別テニス選手権 男子単 1年生 ベスト4 吉本諭司
中学生学年別テニス選手権 男子複 2年生 優勝 姉川　翔・築嶋優太
中学生学年別テニス選手権 男子複 1年生 優勝 荒木優介・
中学生学年別テニス選手権 男子複 1年生 ベスト4 白神尚也・塩津和浩
中学生学年別テニス選手権 女子単 2年生 優勝 松本璃咲
中学生学年別テニス選手権 女子単 2年生 ベスト4 松川幸美，金田　南
中学生学年別テニス選手権 女子複 2年生 優勝 松本璃咲・松川幸美
中学生学年別テニス選手権 女子単 1年生 優勝 倉岡彩夏

3月18,19日 九州ジュニア県予選 男子単 U-14 準優勝 宮中　真
九州ジュニア県予選 男子単 U-14 ベスト4 吉本諭司，築嶋優太
九州ジュニア県予選 男子複 U-14 優勝 吉本諭司・築嶋優太
九州ジュニア県予選 男子複 U-14 ベスト4 荒木優介・　熊部宗一郎・
九州ジュニア県予選 男子単 U-12 3位 冨田竜誠
九州ジュニア県予選 男子複 U-12 準優勝 冨田竜誠・
九州ジュニア県予選 男子複 U-12 ベスト4 西山泰我，中野純之介
九州ジュニア県予選 女子単 U-14 優勝 倉岡彩夏
九州ジュニア県予選 女子単 U-14 準優勝 金田　南
九州ジュニア県予選 女子単 U-14 ベスト4 梅田萌果，松本璃咲
九州ジュニア県予選 女子複 U-14 優勝 金田　南・松本璃咲
九州ジュニア県予選 女子単 U-12 3位 笠原亜美
九州ジュニア県予選 女子複 U-12 準優勝 笠原亜美・

3月19,20日 熊本県ジュニアテニス選手権 男子単 U-18 優勝 山田大誓
熊本県ジュニアテニス選手権 女子単 U-18 優勝 山口　藍

3月4日～26日 九州ジュニア県予選 男子単 U-16 優勝 山田大誓
九州ジュニア県予選 男子単 U-16 準優勝 宮本汰一
九州ジュニア県予選 男子複 U-16 準優勝 山田大誓・宮本汰一
九州ジュニア県予選 女子単複 U-16 優勝 山口　藍
九州ジュニア県予選 女子複 U-16 準優勝 松川幸美・
九州ジュニア県予選 男子単 U-18 ベスト4 尾方陸斗，中島悠利
九州ジュニア県予選 男子複 U-18 準優勝 中島悠利・
九州ジュニア県予選 男子複 U-18 ベスト4 尾方陸斗・
九州ジュニア県予選 女子単 U-18 ベスト4 矢加部未来
九州ジュニア県予選 女子複 U-18 準優勝 矢加部未来

4月4日 南日本ジュニア 男子単 U-12 3位 冨田竜誠
4月5日 南日本ジュニア 男子単 U-16 優勝 姉川　翔

4月4日5日 春季ルーデンスJrダブルス 女子複 U-18 ベスト4 松川幸美，松本璃咲
春季ルーデンスJrダブルス 男子複 U-18 優勝 尾方陸斗・

4月4日～8日 17MUFGジュニアテニストーナメント 女子単 U-16 ベスト16 山口　藍
17MUFGジュニアテニストーナメント 男子単 U-16 １R 山田大誓

4月1日～14日 九州毎日テニストーナメント 女子複 準優勝 中村優里・
九州毎日テニストーナメント 男子単 O-55 ベスト4 徳永浩之
九州毎日テニストーナメント 男子単 O-80 ベスト4 古田　壌

4月16日 繊月カップ 男子単 C ベスト4 冨田竜誠
4月23日 バボラカップ 男子複 B 優勝 小倉　猛・井上康司

4月15日～23日 RKK杯 男子複 O-45 優勝 山口一彦・
RKK杯 男子単 O-55 優勝 徳永浩之
RKK杯 男子単 O-55 ベスト4 山根康司
RKK杯 男子複 O-55 優勝 山根康司・徳永浩之
RKK杯 女子単 O-45 ベスト4 国安まり枝
RKK杯 男子単 B 準優勝 姉川　翔
RKK杯 男子複 B 優勝 上田樺南・濱本慶汰
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RKK杯 男子単 C 準優勝 築嶋優太
RKK杯 女子単 B ベスト4 梅田萌果

4月30日 RKK杯 男子複 A 優勝 木村孝輝・
RKK杯 男子複 A 準優勝 吉田訓崇・
RKK杯 男子複 A ベスト4 姉川　武・

5月3日～5日 RKK杯 女子複 B 優勝 松川幸美・金田　南
RKK杯 女子複 A ベスト4 松川幸美・金田　南
RKK杯 男子単 A 準優勝 木村孝輝
RKK杯 女子単 A 準優勝 倉岡彩夏

5月3日 ルーデンス春季高校生新人ダブルス 男子複 優勝 濱本慶汰・
5月13日 ミズノジュニアテニストーナメント 男子単 U-12 優勝 冨田竜誠
5月28日 ルーデンスU-15Jｒシングルス 男子単 U-15 準優勝 築嶋優太

ルーデンスU-15Jｒシングルス 男子単 U-15 ベスト4 宮中　真
ルーデンスU-15Jｒシングルス 女子単 U-15 優勝 梅田萌果

6月4日 ルーデンスU-12Jrシングルス 男子単 U-12 優勝 西山泰我
ルーデンスU-12Jrシングルス 男子単 U-12 ベスト4 西山依吹，南伊織
ルーデンスU-12Jrシングルス 女子単 U-12 優勝 田嶋明希

6月4～6日 高校総体熊本県予選 男子単 優勝 山田大誓
高校総体熊本県予選 男子単 ベスト4 尾方陸斗，宮本汰一
高校総体熊本県予選 男子複 優勝 山田大誓・宮本汰一
高校総体熊本県予選 男子団体 優勝 尾方陸斗
高校総体熊本県予選 男子団体 準優勝 山田大誓・宮本汰一
高校総体熊本県予選 女子複 ベスト4 矢加部未来・

6月10日～11日 熊本市テニス選手権 女子A 優勝 菅村彩香・
熊本市テニス選手権 女子A ベスト4 国安まり枝・
熊本市テニス選手権 男子A ベスト4 姉川　武・
熊本市テニス選手権 O-45 優勝 山口一彦・
熊本市テニス選手権 O-45 ベスト4 山内　勇・

6月11日～13日 九州テニス選手権 男子複 O-55 ベスト4 徳永浩之・
九州テニス選手権 男子単 O-80 ベスト4 古田　壌

6月17日 海ノ中道Jrチャレンジ 女子単 U-14 3位 笠原亜美
6月18日 バナナカップダブルス 女子複 CD 準優勝 笠原亜美・

バナナカップダブルス 男子複 CD ベスト4 中野純之介・
6月17,18日 熊本県中学生テニス選手権 男子単 優勝 姉川　翔

熊本県中学生テニス選手権 男子複 優勝 松永辰樹・
熊本県中学生テニス選手権 女子単 優勝 倉岡彩夏
熊本県中学生テニス選手権 女子単 準優勝 松川幸美
熊本県中学生テニス選手権 女子単 ベスト4 梅田萌果

6月24，25日 韓国国際Jrテニス大会WC選手権九州予選 男子単 U-12 3位 冨田竜誠
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