
2003（平成16）年

期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月3日 ルネサンスカップ 女子 オープン 優勝 泰

男子 オープン ベスト４ 太田･前田
男子 ビギナー 優勝 竹田兄弟

1月3日 別府トーナメント 65歳複 優勝 吉田壌
男子 オープン ベスト４ 太田･前田

1月4日 九州ジュニアサーキットマスターズ大会 男子 18歳以下 ベスト４ 濱田哲也
1月25日 プジョーカップ 団体戦 ベスト４ 前田茂
1月26日 市室内選手権 男子 一般 優勝 吉田智和

女子 一般 優勝 中野美優
男子 45歳 優勝 徳永浩之

2月2日 八代テニス大会 女子単 ベスト４ 吉田孝子
2月2日 玉名カップ 男子 A 優勝 馬場・岡本
2月2日 MMC 男子 ベスト４ 吉田・小倉

女子 ベスト４ 宮田・吉田
2月16日 県室内選手権 男子 A 吉田智和

男子 A ベスト４ 山田紫明
男子 35歳 優勝 古庄昭典
男子 35歳 ベスト４ 岡本一郎

3月2日 八代グリーン 男子 複 ベスト４ 丹生・岩下
男子 複 ベスト４ 馬場･古庄

3月1日 プリンスカップ佐賀大会 男子 複A 優勝 太田・築嶋
3月2日 UPテニスミックス Cクラス 準優勝 野田・内山
3月8日 市クラブ対抗 A 準優勝 岡本・姉川・太田・築嶋

A 準優勝 馬場･古庄・徳永
3月9日 林杯ミックス A 優勝 山口・山口

ベスト４ 越智･秦　馬場
3月9日 中学生学年別 男子 1年 単優勝 梶尾幸希

男子 1年 複優勝 南部翔太
男子 2年 単3位 田上慧史
男子 2年 複ベスト4 西山史紋
女子 1年 単優勝 菅村由香
女子 1年 単2位 富永衣里子
女子 1年 単ベスト4 冨永沙織
女子 2年 単優勝 中野美優
女子 2年 単2位 宮本志穂
女子 2年 単ベスト4 鬼沢まどか
女子 2年 複優勝 阪口・松谷

3月9日 本渡協会長杯 男子 優勝 梶尾幸希
男子 ベスト４ 田上慧史
女子 2位 菅村由香

3月21日 ポカリスエット女子ダブルス オープン ベスト4 秦美保
3月21日 熊谷杯 男子 65歳以上 単複優勝 古田壌
3月22日 久留米ロイヤルミックス A複 優勝 太田茂秀
3月21日 シングルスクラブチャンピオン 男子 Cクラス ベスト４ 津留･宮崎

男子 Dクラス 優勝 長崎恒作
男子 Dクラス 2位 石野祐希
女子 Bクラス 2位 菅村由香
女子 Cクラス 2位 菅村恵里香

3月23日 九州ジュニア県予選 女子 16歳 単複優勝 梶尾奈央
単3位複2位 山品美海　

3月28日 ルーデンスジュニア 男子 小学生 2位 小石圭佑
男子 中学生 優勝 村下亮
女子 中学生 2位 鬼沢
女子 中学生 ベスト4 坂田･阪口

3月29日 九州ジュニア県予選 男子 18歳以下 単優勝 濱田哲也
男子複 18歳以下 ベスト4 冨永・野中
女子単複 18歳以下 優勝 宮崎優美

3月31日 大牟田クラブ対抗 男子 優勝 太田・築嶋・岡本・山口
3月31日 九州・山口小中学生 女子 小学生 優勝 菅村恵里香

女子 中学生 2位 宮本志保
高校1,2年の部 優勝 菅村由香　

4月2日 季ルーデンスＪｒダブルス 男子 2位 佐藤岳
ベスト4 村下雄輝

女子 優勝 宮崎優美
2位 梶尾奈央
ベスト4 山品美海

4月20日 九州毎日選手権 40歳以上複 2位 馬場･古庄
45歳以上単 2位 徳永浩之
65歳以上 単1位複2位 古田壌

4月20日 プリンスカップ熊本大会 男子 A 優勝 山口・太田
5月3日 RKK杯 男子 A 単優勝 吉田智和

男子 A 2位 姉川武
男子 A ベスト4 岡本一郎
男子 A 複優勝 山口･太田
男子 A 2位 辻･吉田
男子 A ベスト4 馬場･古庄
男子 35歳以上 単ベスト4 古庄昭典
男子 45歳以上 単優勝 徳永浩之
女子 A 単優勝 梶尾奈央
女子 A ベスト4 中野美優
女子 40歳以上 単2位 国安まり枝
女子 B複 優勝 内山･富永

5月4日 ハヤカワミックス B 2位 山下利治
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5月5日 ＫＴＣジュニア 男子単 12歳以下 優勝 小石圭佑

男子単 14歳以下 優勝 村下亮
男子単 14歳以下 2位 梶尾幸希
女子単 １2歳以下 2位 菅村恵里香
女子単 １4歳以下 2位 中野美優
女子単 １4歳以下 ベスト4 菅村由香

5月14日 熊日ママさん 団体 優勝 徳永木の実
5月18日 深水杯 男子 A複 優勝 吉田

男子 A複 ベスト4 山口･太田
5月20日 新日本スポーツダブルス 男子 A 優勝 築嶋
5月25日 松の泉杯 男子 B ベスト4 梶尾幸希

インターハイ県予選 男子単複 優勝 大塚真之介
男子単複 3位 濱田哲也　

複 ベスト4 富永
団体 ベスト4 佐藤･村下
女子単複 団体 優勝 宮崎優美

単 2位 梶尾奈央
団体 複 ベスト4 山品美海

6月2日 八代オープン 男子 複 ベスト4 馬場･古庄
女子 複 ベスト4 秦

6月16日 団体予選 男子 3位 姉川武
少年男子 1位 大塚真之介
少年女子 1位 宮崎優美
少年女子 2位 梶尾奈央

6月16日 市選手権 男子 A複 優勝 太田･築嶋
男子 A複 2位 山口・越智
男子 B複 2位 梶尾･田上

6月22日 県中学生 男子単複 優勝 梶尾幸希
男子単複 ベスト4 村下亮
男子複 優勝 田上
男子複 2位 西山
女子単 2位 菅村由香
女子単 ベスト4 鬼沢まどか・坂田幸紀

6月29日 社会人ミックス B 優勝 小倉･豊田
B 2位 吉田・内山
D 2位 山本

6月30日 市中体連 男子単 優勝 村下亮
男子単 2位 梶尾幸希
男子単 ベスト4 田上慧史
女子単 優勝 宮本志穂
女子単 2位 菅村由香
女子単 ベスト4 富永・冨永

7月13日 全日本県予選 男子 2位 姉川武
男子 ベスト4 大塚真之介
女子 2位 宮崎優美
女子 ベスト4 梶尾奈央

7月16日 ピンクリボンレディース 優勝 高野幸子
7月16日・23日 ブリヂストンナイターダブルス 男子 C 2位 富永・野中

男子 C ベスト4 梶尾・田上
女子 C ベスト4 湯山・青木

7月23日 全日本ジュニア九州大会 男子 18歳以下 単2位 大塚真之介
女子 18歳以下 単2位複3位 宮崎優美
女子 16歳以下 単3位複 梶尾奈央
女子 14歳以下 単3位 中野美優
女子 14歳以下 複ベスト4 菅村・冨永

7月27日 社会人ダブルス 女子 D 2位 吉田良子
7月28日 九州・山口小中学生大会 女子 優勝 菅村恵里香
7月29日 インターハイ 男子 単２Ｒ複１Ｒ 大塚真之介

女子 単２Ｒ複１Ｒ 宮崎優美
単２Ｒ 梶尾奈央

7月31日 全国中学生テニス選手権 女子 単ベスト16 中野美優
8月2日 ダンロップ 男子 A 優勝 吉田・戸次

男子 A 2位 太田・築嶋
男子 A ベスト4 馬場・岡本
女子 A ベスト4 秦

8月3日 ポカリスエットチーム対抗 2位 越地・黒田・小松・小松・宮田・吉田
ベスト4 川口・緒方・児嶋・小倉・板井

8月7日 九州テニス選手権 男子単 65歳以上 優勝 古田壌
男子単 45歳以上単 ベスト4 徳永浩之
男子複 40歳以上 ベスト4 馬場・古庄

8月10日 全国工専大会 男子 単優勝・複2位 濱田哲也
8月10日 全日本ジュニア 男子 18歳以下 ２R 大塚真之介

女子 18歳以下 単2R複1R 宮崎優美
女子 16歳以下 単2R複1R 梶尾奈央
男子 14歳以下 単2R 村下亮
女子 14歳以下 単2R 中野美優
女子 14歳以下 複1R 菅村・冨永

8月12日～17日 九州学生夏季テニス選手権 男子 単ベスト4・複優勝 澤田悠史
8月18日、20日、26日 ルーデンスサマージュニア 男子 小学生 2位 宮本陽

男子 小学生 ベスト4 成松貴大
女子 小学生 2位 高橋侑希
女子 中学生 ベスト4 高木朝香,小石妃呂子
男子 中学生 2位 小石圭佑

(C)RKKルーデンステニスクラブ 2



2003（平成16）年

期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
女子 中学生 優勝 菅村由香
女子 中学生 2位 宮本志穂
女子 中学生 ベスト4 冨永沙織
女子 高校生 優勝 菅村由香

8月20日 全国中学生テニス選手権 女子単 ベスト16 中野美優
8月26日 毎日少年少女テニス選手権 男子複 13歳以下 ベスト4 村下

女子複 15歳以下 ベスト4 中野
9月7日 県中西部ブロック大会 男子 A 優勝 吉田

男子 A ベスト4 馬場・岡本,太田・築嶋
9月7日 熊本県小中学生（14歳・12歳） 男子 12歳以下 優勝 小石圭佑

男子 12歳以下 ベスト4 石野祐希
男子 14歳以下 優勝 村下亮
男子 14歳以下 ベスト4 梶尾幸希
女子 14歳以下 ベスト4 菅村由香　冨永沙織

9月14日 細川杯 男子 A 優勝 吉田
男子 A 2位 馬場・岡本
男子 A ベスト4 築嶋
女子 A 優勝 秦

9月23日 Yes!SPORTSビギナーズ 女子 C 2位 板井・小倉
9月28日 八代団体対抗 優勝 岡本･姉川･馬場･築嶋･山口
9月30日 熊本レディース 女子 C 優勝 井出貴子
10月4日 県高校生新人戦 男子 優勝 濱田哲也

男子 ベスト4 村下雄輝
女子 優勝 宮崎優美
女子 ベスト4 梶尾奈央

10月11日 全日本ベテラン選手権 男子複 35歳以上 1R 太田茂秀
男子単 45歳以上 ベスト16 徳永浩之
男子単 65歳以上 ベスト16・複準優勝 古田壌

10月15日 ドリームチャレンジ オープン 3位 国安まり枝・徳永木の実
ビギナー 優勝 川口孝子・緒方裕子

11月1日 ＮＴＴジュニア県予選 男子 12歳以下 3位 成松貴大
男子 12歳以下 4位 石野祐希
男子 14歳以下 優勝 村下亮
男子 14歳以下 3位 小石圭佑
女子 12歳以下 準優勝 菅村恵里香

11月1日 全日本ローンベテランテニス選手権 男子複 35歳以上 ベスト4 太田茂秀
11月9日 芦北オープン 男子 C 優勝 小倉猛
11月9日 熊本学生 男子単 ベスト4 吉田訓崇

男子複 ベスト4 澤田悠史
女子単複 優勝 川内美幸

11月16日 全日本ジュニア選抜室内九州予選 女子 準優勝 宮崎優実
女子 3位 梶尾奈央

11月24日 高柳杯 男子 A ベスト4 徳永浩之
男子 35歳 優勝 古庄昭典
男子 35歳 ベスト4 馬場勝也
女子 A 優勝 菅村由香

11月30日 YONEX CUP チーム対抗女子ダブルス オープン 優勝 秦美保
ビギナー 準優勝 黒田･宮田･吉田

12月7日 宇土市協会長杯ダブルス 男子 A 優勝 岡本･馬場
男子 A 2位 太田･築嶋
女子 C 優勝 井手

12月14日 トヨタジュニア県予選 男子 ベスト4 森　憲介
女子 優勝 中野美優

12月21日 九州ジュニアサーキット佐賀大会 男子 10歳以下 2位 成松智希
女子 ベスト4 小石妃呂子

12月23日 九州ジュニアサーキット北九州大会 男子 18歳以下 単2位 濱田哲也
12月23日 LOVE LOVE ミックステニス大会　 優勝 吉田訓崇

ベスト4 澤田悠史
12月24日 北九州プリンスダブルス 優勝 吉田・澤田
12月26日 冬季高校生ダブルス 男子 ベスト4 村下雄輝
12月27日 九州ジュニアサーキット北九州大会 男子 14歳以下 単優勝・複2位 村下亮
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