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合志中 ) )

))

( DIVO )

(

クラージュ

12 佐々木正悟

11 後藤瑛友

( RKKルーデンス16 南　伊織

15 西　琉伊 )

スター熊本庭球塾 ) )

)

14 北口甚太

( スター熊本庭球塾 ) )

)13 松永智哉 ( ( スター熊本庭球塾

( RKKルーデンス ) )

)(

27

八代ジュニア )

)RKKルーデンス

)

26 渕上拓瑞 (10 田上楓騎

9 梅田晴太朗

((

(

)

ルーセントTA ) )

)

8 中尾光希

6 戸澤一宏 (

7 板敷哲平 ( RKKルーデンス

)

)5 山之内七凪 ( solare )

ルーセントTA ) )

4 川路隆平 ( RKKルーデンス )

)

)2 小園悠太 ( ルーセントTA )

1 久保勇颯 ( スター熊本庭球塾

3 石田　槇 (

)

中学生男子

17 西山依吹

伊良波慶人

24 粟田麟太郎

23 豊永耕規

30 木村　奏

29 上田平幸翔

( RKKルーデンス

優勝
18 軸丸　瑞 ( ルーセントTA

19 佐藤宗一郎 ( RKKルーデンス

20 牧　聖音 ( スター熊本庭球塾

21 松尾俊志 ( スター熊本庭球塾

22 矢島知正 ( ルーセントTA

RKKルーデンス

( 熊本マリスト学園

25 中林宗一郎 ( RKKルーデンス

スター熊本庭球塾

( ルーセントTA

28 加来涼馬 ( 宇城Jrトレセン

( VIVAファミリア

31 駒井敬太 ( DIVO

32 西山泰我 ( RKKルーデンス



R2,1,18 AB

順位

中学生女子

4年生以下女子

RKKルーデンス )

7

1 姉川心咲 (

1 2

)

ルーセントTA

スター熊本庭球塾3 本田幹人 ( )

)) (石井優心8

DIVO )) 清田和志 (

勘米良悠

4 加来大和 ( 宇城ジュニアトレセン

2 末吉佑都 ( DIVO

(

RKKルーデンス )) 田嶋明希 (

RKKルーデンス )1 永田紫暖 ( 八代ジュニア

16

5

4年生以下男子

)

8 倉岡帆花 ( スター熊本庭球塾

15 本田愛翔 ( 御船中 )7 大山裕子 ( RKKルーデンス )

14 竹谷玲美 ( RKKルーデンス )6 松江桃香 ( RKKルーデンス

岩田美優 ( DIVO )5 梅田菜々花 ( 八代ジュニア

内田稀月 (

11 千代田徳乃 (

9

4 津崎美佐 ( RKKルーデンス

( クラージュ )

3 北口真優 ( スター熊本庭球塾

VIVAファミリア ) 福澤麻衣

6

優勝

12

1 伊藤更紗 (

(梅田陽佳

古川紗也 ( RKKルーデンス

優勝

3 勝敗

3 松永華南 ( クラージュ )

)

本田　匠 (

)10 井戸智蓮 ( 御船中

クラージュ

)

)

3位決定戦

スター熊本庭球塾

)

2

スター熊本庭球塾

) 13

)

御船中 )

2

)



全国小学生熊本県予選

小学生男子シングルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 VIVAファミリア 石井 貴哉 [1]  
  石井 貴哉 [1] 

2  Bye   
    

3 スター熊本庭球塾 川口 遼   
  川口 遼  

4  Bye    
    

5 ルーセントTA 坂本 昇太朗   
    

6 宇城Jrトレセン 加来 太基   
    

7  Bye   
  中島 幸哉 [8]  

8 RKKルーデンス 中島 幸哉 [8]   
    

9 RKKルーデンス 勘米良 羚 [3]   
  勘米良 羚 [3]  

10  Bye   
    

11 DIVO 坂西 厚郎   
  坂西 厚郎  

12  Bye   
    

13  Bye   
  濱田 旺佑  

14 RKKルーデンス 濱田 旺佑   
    

15  Bye   
  山田 桜大 [7]  

16 スター熊本庭球塾 山田 桜大 [7]   
    

17 スター熊本庭球塾 行森 敬也 [5]   
  行森 敬也 [5]  

18  Bye   
    

19 RKKルーデンス 森 孝之   
  森 孝之  

20  Bye   
    

21 RKKルーデンス 木村 英鉄   
    

22 スター熊本庭球塾 齊藤 優   
    

23  Bye   
  陣内 樹希 [4]  

24 JoG'S 陣内 樹希 [4]   
    

25 RKKルーデンス 荒木 陽翔 [6]   
  荒木 陽翔 [6]  

26  Bye   
    

27 ルーセントTA 古賀 遼太郎   
  古賀 遼太郎  

28  Bye   
    

29  Bye   
  木村 太洋  

30 スター熊本庭球塾 木村 太洋   
    

31  Bye   
  佐尾 祐輔 [2]  

32 宇城Jrトレセン 佐尾 祐輔 [2]  
  
 



全国小学生熊本県予選

小学生女子シングルス

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 スター熊本庭球塾 行森 爽夏 [1]  
  行森 爽夏 [1] 

2  Bye   
    

3 ルーセントTA 安髙 夕萌莉   
    

4 スター熊本庭球塾 森下 詩葉   
    

5 クラージュ 古庄 胡真知   
    

6 スター熊本庭球塾 島田 栞   
    

7  Bye   
  南 凜紅 [8]  

8 RKKルーデンス 南 凜紅 [8]   
    

9 DIVO 佐藤 心美 [3]   
  佐藤 心美 [3]  

10  Bye   
    

11 スター熊本庭球塾 佐々木 穂波   
  佐々木 穂波  

12  Bye   
    

13 スター熊本庭球塾 麻生 陽菜乃   
    

14 RKKルーデンス 古川 莉子   
    

15  Bye   
  國元 のどか [5]  

16 スター熊本庭球塾 國元 のどか [5]   
    

17 DIVO 寺田 あお [7]   
  寺田 あお [7]  

18  Bye   
    

19 スター熊本庭球塾 北之園 幸花   
  北之園 幸花  

20  Bye   
    

21 スター熊本庭球塾 深山 恵里奈   
    

22 RKKルーデンス 工藤 夏妃   
    

23  Bye   
  松永 凜 [4]  

24 スター熊本庭球塾 松永 凜 [4]   
    

25 スター熊本庭球塾 久保 柚佳 [6]   
  久保 柚佳 [6]  

26  Bye   
    

27 クラージュ 久保田 真央   
  久保田 真央  

28  Bye   
    

29 スター熊本庭球塾 木下 結季菜   
    

30 DIVO 末吉 理佳   
    

31  Bye   
  岡田 彩希 [2]  

32 RKKルーデンス 岡田 彩希 [2]  
  
 



Ｒ２，１，１１ ルーデンス

男子

3位決定戦

女子

3位決定戦

アカデミー 米村蕗子 八代ローン 辻鉄平 ルーデンス 中川美子 ルーデンス

アカデミー 米村知子 ルーデンス 辻洋平 ルーデンス 米村蕗子 八代ローン

アカデミー 林原朗子 八代ローン 辻洋平 ルーデンス 米村蕗子 八代ローン

広安小 高橋美誉子 八代ローン 上田篤 トリムJr 米村蕗子 八代ローン

トリムJr 上田実来 トリムJr 大森亮典 熊本TC 米村知子 ルーデンス

トリムJr 高橋美誉子 ルーデンス 大森亮典 熊本TC 米村明子 ルーデンス

トリムJr 徳永千尋 山鹿キッズ 今村隆二 トリムJr 上田実来 トリムJr

トリムJr 中野美優 武蔵ケ丘TG 大塚真之助 トリムJr 川内智代 ルーデンス

ルーデンス 長谷川梨紗 城南町Jｒ 濱田哲也 ルーデンス 森美穂 ルネサンス

ルーデンス 中島由佳梨 熊本TC 坂本大地 クラ－ジュ 中野美優 ルーデンス

ルネサンス 中村真由美 長嶺TC 村下亮 ルーデンス 菅村由香 ルーデンス

ルネサンス 菅村恵里香 ルーデンス 村下亮 ルーデンス 菅村由香 ルーデンス

ルーデンス 田崎莉那 クラブハウスJr 村下亮 ルーデンス 長谷川茉美 長嶺TC

ルーデンス 田崎莉那 クラブハウスJr 小石圭佑 ルーデンス 前田清伎 ルネサンス

ルーデンス 大岩佳澄 長嶺TC 成松貴大 ルーデンス 菅村恵里香 ルーデンス

熊本庭球塾 中村優里 熊本庭球塾 松田拓也 ルーデンス 田崎莉那 クラブハウスJr

熊本庭球塾 今村凪沙 熊本庭球塾 畑　昌伸 ルーデンス 高倉千幸 KMTC

熊本庭球塾 今村凪沙 ABC 中島弘陽 熊本庭球塾 中村優里 信愛中

有明グリーン 吉田伽帆 熊本310 長尾眞世 solare 今村凪沙 熊本310

ルーデンス 矢加部未久 ルネサンス熊本南 山崎泰史 ルーデンス 金子　萌 ABC

熊本庭球塾 山口　藍 ルーデンス 本田健人 熊本310 吉田伽帆 熊本310

ABC 山口　藍 ルーデンス 岸　厚佑 クラ－ジュ 松本瑞希 ABC

solare 倉岡彩夏 ルーデンス 尾方陸斗 ルーデンス 宮崎優空 熊本庭球塾

solare 安髙日渚莉 ABC 山田大誓 ルーデンス 倉岡彩夏 ルーデンス

ABC 安髙日渚莉 ABC 姉川　翔 ルーデンス 松川幸美 ルーデンス

ABC 笠原亜美 ABC 坂本日色 ABC 安髙日渚莉 ABC

）

6

第２６回 佐藤仁星

3 森孝之・木村英鉄 ( ＲＫＫルーデンス

）

4 齊藤　優・木村太洋 (

(

7 ）

）8 行森敬也・勘米良羚

スター熊本庭球塾

）

スター熊本庭球塾 ）

ＲＫＫルーデンス・宇城ジュニアトレセン ）

8 松永　凜・久保柚佳 ( スター熊本庭球塾 ）

）

4 森下詩葉・麻生陽菜乃 (

佐々木穂波・北之園幸花 (

ルーセントTA

3 寺田あお・佐藤心美 ( DIVO

( スター熊本庭球塾・ＲＫＫルーデンス

中島幸哉・加来大基

南凜紅・工藤夏妃6 (

5

2 BYE (

古賀遼太郎・石井優心 (

大塚拳之助第１１回

第１３回 成松智希

第９回

(安髙夕萌莉・吉武菜花

村下亮

スター熊本庭球塾 ）

）

第７回

成松智希

小学生ダブルス

歴代優勝者

中学生男子

大塚真之助

大森亮典

中学生女子小学生男子 小学生女子

0 ）

第５回

第８回 森憲介

第１０回

第１２回

スター熊本庭球塾

ＲＫＫルーデンス

第２回

第３回

ルーセントＴＡ ）

第１７回

尾方陸斗

第２１回

第４回

7

第１回

上田篤

高尾尚輝

宮崎靖雄

第１４回

第６回

森憲介

森憲介

大塚拳之助

梶尾幸希

臼井公志朗

岡畑　亘

第２３回

橋本張成

第２４回

第２０回

第２２回

第２５回 坂本日色

上村真斗

第１５回 荒巻　央

臼井公志朗

御山颯郎

第１８回 木村孝輝

第１６回 掛林達樹

第１９回

1 行森爽夏・國元のどか (

）

5 川口　遼・山田桜大 ( スター熊本庭球塾 ）

）

2 島田　栞・木下結季菜 (

1 坂本昇太朗・陣内樹希 ( ルーセントTA・ＪｏＧ’ｓ

スター熊本庭球塾



サントリー・ペプシプレゼンツ 

第 28 回ルーデンスジュニア小中学生テニストーナメント大会日程 

 

 

＊ 1 月 11 日（土）ルーデンス （予備日 1 月 25 日） 

９：００ 小学生ダブルス集合 （ハードコートもしくは人工芝コート） 

 

＊ 1 月 18 日（土）運動公園 AB コート(予備日 1 月 19 日) 

 9：00 中学生と小学生集合 

11：00 小学 4 年生以下集合 

 

大会注意事項 

 

・ 試合は１セットマッチのトーナメントで行います。（ノーアド方式，６－６の時はタイブレーク） 

小学生は３位決定戦を行います。 

初戦敗退者のコンソレ希望者は１試合行う予定です。コンソレは本部に申し込んでください。

（６ゲーム先取，ノーアド方式）。 

天候により試合方法を変更する場合があります。 

・ 試合はすべてセルフジャッジで行います。若番の選手は本部にボールを取りに来てください。

勝者はボールとスコア－を本部に届けてください。 

・ 服装はテニスウエアーであること。色は自由。 

・ 試合前のウォーミングアップはサーブのみとします。 

・ 自然的体力消耗による試合中断は認めません。 

・ 試合中にトラブルが生じた場合は、必ず本部に届けておいてください。 

・ 昼食など会場を離れる時は、必ず本部に届けてください。（無断でコートを離れ、コール後コー

トに入らない場合は、失格になる場合があります。） 

・ 参加選手は本部のコールに十分注意してください。以下日本テニス協会規則に準ずる。 

・ 表彰は１位２位３位（8 人以下 8 組以下は 2 位まで、3 人以下 1 位まで） 

・ 観客の方は試合のラインジャッジやアドバイスはできません。応援のみよろしくお願いします。 

 

その他 

・ 小学生の部は九州大会県予選になります。小学生九州大会は 5 月連休中大分県で開催され

ます。小学生九州大会は単２名，複２組，小学生 4 年生以下 4 名出場予定です。 

お時間がある方は朝コート設営の準備のお手伝いを宜しくお願い致します。 

 

お問い合わせ先 ３７９－３６３６ 

 

 



集合時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R 中男１R

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28

中男1R 中男1R 中女1R 中女1R 中女1R 中女1R 中女1R 中女1R 中女1R 中女1R 小女１R 小女１R 小女１R 小女１R

29-30 31-32 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 3-4 5-6 13-14 21-22

中男２R 中男2R 中男２R 中男２R 中男２R 中男２R 中男２R 中男２R 小男1R 小男1R 小女１R 小女２R 小女2R 小女２R

27-32 1～4 5～8 9～12 13～16 17～20 21～24 25～28 5-6 21-22 29-30 5～8 13～16 21～24

小男２R 小男２R 小男２R 小男２R 小男２R 小男２R 中男コンソレ 小女２R 小男２R 小男２R 小女2R 小女２R 小女2R 小女２R

1-4 9-11 14-16 17-19 25-27 30-32 1～4 5～8 21～24 29～32 9-11 17-19 25-27
中男コンソレ 中男コンソレ 中男コンソレ 中男コンソレ 中男コンソレ 中男コンソレ 中男コンソレ 中女コンソレ 中女コンソレ 中女コンソレ 小4男１R 小4男1R 小4男１R 小4男１R

1－2 3-4 5-6 7-8
中女コンソレ 中女コンソレ 中男QF 中男QF 中男QF 中男QF 中女QF 中女QF 中女QF 中女QF 中女コンソレ 小4男SF 小4男SF 小4女１R

1-2

中女コンソレ 中女コンソレ 小男QF 小男QF 小男QF 小男QF 小女QF 小女QF 小女QF 小女QF 小女コンソレ 小4男F 小4男3位 小4女１R

2-3

小男コンソレ 小男コンソレ 小男コンソレ 小男コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小女コンソレ 小4コンソレ 小4コンソレ 小4女１R

1-3

小男SF 小男SF 小女SF 小女SF 中男SF 中男SF 中女SF 中女SF

小女3位 小男3位 小男F 小女F 中男F 中女F

２０サントリー小中学生スケジュール

Bコート Aコート

9:00


