
2010（平成22）年
期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月2日 ルネサンスカップ 男子複 A 準優勝 築嶋孝之
1月5日 九州Jrサーキットマスターズ 男子単 U-14 準優勝 掛林達樹

九州Jrサーキットマスターズ 男子単 U-16 準優勝 成松智希
1月10日 熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 A 優勝 成松貴大・石野祐希

熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 A 準優勝 小崎直人・上甲修平
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 A ベスト４ 田島卓直・菊野慎太郎
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 A ベスト４ 木下浩樹・
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 B 優勝 宮本　陽・
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 男子複 C 準優勝 久松拓也・古賀義将
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 女子複 A 準優勝 国安絢圭・村上あや
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 女子複 B 優勝 堀　蘭・
熊本県冬季高校生ﾀﾞﾌﾞﾙｽテニス選手権 女子複 C 準優勝 小島　萌・

1月24日 ルーデンスU-14Jrテニストーナメント 男子単 U-14 ベスト４ 小島広規
ルーデンスU-14Jrテニストーナメント 女子単 U-14 ベスト４ 今村知裕

1月31日 熊本市室内テニス選手権 男子単 A ベスト４ 越智友愛
熊本市室内テニス選手権 男子単 O-45 ベスト４ 古庄昭典

2月7日 熊本県室内テニス選手権 男子単 O-45 ベスト４ 古庄昭典
2月7日 熊本RKKオープンジュニア 男子単 U-10 優勝 竹本拓未

熊本RKKオープンジュニア 男子単 U-10 準優勝 尾方陸斗
熊本RKKオープンジュニア 男子単 U-14 ベスト４ 上妻陽亮

2月7日 八代テニストーナメント 男子単 優勝 佐尾徳夫
2月24日 第２回ビストログリーン女子ダブルス 女子複 ビギナー ベスト４ 西　純子・今村美佐子
2月27日 中学生学年別 男子単 1年 優勝 掛林達樹
2月27日 中学生学年別 男子単 2年 優勝 荒巻央
2月27日 中学生学年別 女子単 1年 優勝 中村優里
3月6日 グローバルオープンジュニア 男子単 U-12 優勝 鐘ヶ江憲成

グローバルオープンジュニア 男子単 U-10 優勝 竹本拓未
3月7日 熊本市クラブ対抗 男子 A 優勝 築嶋・越智・山口・太田・辻・村下
3月11日 １０春季ルーデンスジュニアシングルス 男子単 高校生 準優勝 児嶋健吾

１０春季ルーデンスジュニアシングルス 男子単 高校生 ベスト４ 宇藤貴史
3月14日 第１８回ルーデンスジュニア小中学生 男子複 小学生 ３位 永井響・尾方陸斗

第１８回ルーデンスジュニア小中学生 女子複 小学生 ３位 今村知裕・宮本楓子
3月20日 第１８回ルーデンスジュニア小中学生 男子単 小学生 準優勝 鐘ヶ江憲成

第１８回ルーデンスジュニア小中学生 男子単 中学生 ベスト４ 佐伯　峻
第１８回ルーデンスジュニア小中学生 女子単 中学生 優勝 中村優里

3月26日 パークドームオープンジュニア 男子単 U-10 優勝 尾方陸斗
3月28日 九州ジュニア県予選 男子単 U-12 ベスト４ 鐘ヶ江憲成

九州ジュニア県予選 男子複 U-12 優勝 鐘ヶ江憲成
九州ジュニア県予選 男子単 U-14 優勝 掛林達樹
九州ジュニア県予選 女子単複 U-14 優勝 中村優里
九州ジュニア県予選 男子単 U-16 優勝 荒巻央
九州ジュニア県予選 男子単 U-16 準優勝 大塚陽平
九州ジュニア県予選 男子単 U-16 ベスト４ 畑昌信，松田拓也
九州ジュニア県予選 男子複 U-16 優勝 荒巻央・大塚陽平
九州ジュニア県予選 男子複 U-16 準優勝 畑昌信・松田拓也
九州ジュニア県予選 男子複 U-16 ベスト４ 二子石哲也・鎌田健史
九州ジュニア県予選 女子複 U-16 準優勝 高木朝香
九州ジュニア県予選 男子単 U-18 優勝 日野貴弘
九州ジュニア県予選 男子単 U-18 準優勝 成松貴大
九州ジュニア県予選 男子単 U-18 3位 石野祐希
九州ジュニア県予選 男子複 U-18 優勝 小崎直人・上甲修平
九州ジュニア県予選 男子複 U-18 準優勝 日野貴弘・宮本陽
九州ジュニア県予選 女子複 U-18 ベスト４ 国安絢圭・村上あや

4月14日 九州毎日テニス選手権 男子複 O-50 ベスト４ 徳永浩之
4月17日 九州毎日テニス選手権 男子単 O-70 ベスト４ 古田壌
4月17日 RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 A 優勝 日野貴弘
～ RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 B ベスト４ 宇藤貴史
5月3日 RKK杯熊本県テニス選手権 男子複 B ベスト４ 畑昌信・松田拓也

RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 C 優勝 佐伯　遼
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 C 準優勝 越猪　馨
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-45 準優勝 古庄昭典
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-45 ベスト４ 山根康司
RKK杯熊本県テニス選手権 男子複 O-45 優勝 古庄昭典
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-50 優勝 山根康司
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-50 3位 山内　勇
RKK杯熊本県テニス選手権 女子単 B 3位 橋本順子
RKK杯熊本県テニス選手権 女子複 B 準優勝 久松ゆかり
RKK杯熊本県テニス選手権 女子単 O-40 3位 国安まり枝

5月22日 インターハイ熊本県予選 男子単 優勝 日野貴弘
～ インターハイ熊本県予選 男子単 準優勝 成松貴大

5月31日 インターハイ熊本県予選 男子単 3位 上甲修平
インターハイ熊本県予選 男子複 優勝 日野貴弘・宮本陽
インターハイ熊本県予選 男子複 準優勝 成松貴大・石野祐希
インターハイ熊本県予選 男子複 ３位 小崎直人・上甲修平
インターハイ熊本県予選 女子単 準優勝 高木朝香
インターハイ熊本県予選 男子団体 優勝 成松・石野・小崎・上甲
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インターハイ熊本県予選 男子団体 準優勝 日野・宮本・松田
インターハイ熊本県予選 女子団体 ベスト４ 村上・国安

5月30日 荒尾市協会長杯 男子単 B 準優勝 小倉　猛
6月13日 国体成年2次予選 男子単 優勝 辻洋平

男子単 準優勝 梶尾幸希
女子単 準優勝 菅村彩香

6月20日 熊本県中学生選手権 男子単 優勝 荒巻　央
男子単 準優勝 掛林達樹
男子複 準優勝 村上考利
女子単 優勝 中村優里

6月26日 全日本県予選 男子単 優勝 梶尾幸希
男子単 ベスト４ 荒巻　央
女子単 ベスト４ 菅村彩香

7月7日 ブリヂストンナイターダブルス 男子複 B 優勝 小倉　猛
7月10日 国体予選少年の部 男子 優勝 上甲修平

準優勝 荒巻　央
女子 優勝 高木朝香

7月28日 熊本オープンJr 男子単 U-10 準優勝 尾方陸斗
U-14 ベスト４ 上妻陽亮

7月28日 沖縄インターハイ 男子単 1R 成松貴大
男子単 2R 日野貴弘

～ 男子複 1R 日野貴弘・宮本陽
男子団体 ２R 成松・石野・小崎・上甲
女子単 1R 高木朝香

8月5日 全日本ジュニアテニス選手権 女子単 U-16 １R 高木朝香
8月12日 夏季高校テニス選手権 男子単 1年 優勝 二子石哲也

男子単 1年 準優勝 鎌田健史
男子単 2年 優勝 上甲修平
男子単 2年 準優勝 佐伯　遼
男子単 2年 ベスト４ 畑　昌伸
男子複 2年 ベスト４ 上甲修平・木下浩樹
男子複 2年 ベスト４ 高田鉄平

8月27日 毎日少年少女 男子単 U-13 準優勝 掛林達樹
8月28日 ダンロップテンストーナメント 男子複 A 準優勝 内田浩太

男子複 O-45 準優勝 古庄昭典
9月4日 トヨタジュニア県予選 男子単 U-16 優勝 掛林達樹

男子単 U-16 準優勝 荒巻　央
女子単 U-16 準優勝 中村優里
女子単 U-16 ベスト４ 古澤ゆい

9月5日 中西部ブロック 男子複 O-45 優勝 山根康司
男子複 O-45 準優勝 古庄昭典

9月20日 ヨネックスレディース熊本県大会 女子複 優勝 永本香奈
10月2日 千葉国体 少年男子 ２R 上甲修平・荒巻央

少年女子 １R 高木朝香
10月16日 熊本県高校新人戦 男子単 優勝 上甲修平

準優勝 畑　昌伸
男子複 準優勝 松田拓也

ベスト4 上甲修平・山崎祐希
女子単 優勝 村上あや

準優勝 国安絢圭
女子複 準優勝 国安絢圭・村上あや

選抜高校選手権県予選 男子団体 優勝 上甲・二子石・鎌田・木下・山崎・古賀・久松

男子団体 準優勝 松田・佐伯
10月23日 熊本県小中学生 男子単 Uー13 準優勝 鐘ヶ江憲成

男子単 Uー13 ベスト4 山崎泰史
10月24日 2010RSK全国選抜ジュニア 男子単 Uー13 ベスト8 掛林達樹
10月30日 細川杯 男子複 O-45 優勝 古庄昭典

男子複 O-45 準優勝 山根康司
男子複 O-50 準優勝 山内　勇

11月3日 ウイルソンミックス 混合複 C 3位 永井靖子
11月5日 全日本ローン 男子単 O-70 ベスト8 古田　壌
11月7日 九州国際ベテランテニストーナメント 男子複 O-50 優勝 徳永浩之
11月10日 ダンロップナイターダブルス 男子複 C 準優勝 越地真一郎・津留三郎
11月14日 ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子単 U-14 準優勝 掛林達樹

男子複 U-14 優勝 掛林達樹・
11月14日 歯科医師会全国大会 男子複 優勝 山口一彦

男子複 ベスト4 山根康司
11月21日 高柳杯 男子単 A 優勝 荒巻央

男子単 O-35 準優勝 山根康司
男子単 O-45 ベスト4 古庄昭典
男子単 O-50 ベスト4 山内　勇

12月17日 熊本オープン 男子複 準優勝 辻洋平・荒巻央
12月23日 熊本オープンJr 男子単 U-12 優勝 竹本拓未
12月29日 冬季高校生ダブルス 男子複 優勝 畑昌伸・佐伯遼

男子複 準優勝 木下浩樹・山崎祐希
男子複 ベスト4 高田鉄平
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