
2020（令和2）年
期日+F51F91AA1:F39 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月3日～6日 ２０九州ジュニアサーキットマスターズ大会 女子単 U-10 準優勝 梅田巴花

２０九州ジュニアサーキットマスターズ大会 男子複 U-14 準優勝 南　伊織・
1月5日 ルーデンスジュニアU-14シングルス 男子単 U-14 優勝 中林宗一郎

ルーデンスジュニアU-14シングルス 男子単 U-14 準優勝 板敷哲平
ルーデンスジュニアU-14シングルス 男子単 U-14 ベスト4 佐藤宗一郎

1月11日 九州小学生熊本県予選 男子複 小学生 優勝 勘米良羚・
九州小学生熊本県予選 男子複 小学生 準優勝 木村英鉄・森孝之
九州小学生熊本県予選 女子複 小学生 3位 工藤夏妃・南凛紅

1月18日 九州小学生熊本県予選 男子単 小学生 優勝 石井貴哉
九州小学生熊本県予選 男子単 小学生 3位 勘米良羚・
九州小学生熊本県予選 女子単 小学生 準優勝 岡田彩希
九州小学生熊本県予選 女子単 小学４年生 優勝 姉川心咲
九州小学生熊本県予選 女子単 小学４年生 準優勝 古川紗也
ルーデンス中学生 男子単 中学生 優勝 南　伊織
ルーデンス中学生 男子単 中学生 準優勝 西山泰我
ルーデンス中学生 男子単 中学生 ベスト4 粟田麟太郎
ルーデンス中学生 女子単 中学生 準優勝 田嶋明希

2月1日 熊本県学生テニス選手権 男子単 小学生 優勝 勘米良羚
熊本県学生テニス選手権 女子単 小学生 優勝 竹谷玲美

2月1，2日 熊本市室内テニス選手権 男子単 オープン 優勝 坂本日色
熊本市室内テニス選手権 男子単 オープン ベスト4 中林宗一郎
熊本市室内テニス選手権 男子単 O-60 ベスト4 山内　勇

2月8，9日 熊本県室内テニス選手権 男子単 A 優勝 永井慶人
熊本県室内テニス選手権 女子単 A 優勝 中村優里
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-60 優勝 山内　勇
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-60 3位 小倉　猛

2月8日～10日 ダンロップ全国選抜Jrダブルス九州大会 男子複 U-14 ベスト4 南　伊織
ダンロップ全国選抜Jrダブルス九州大会 男子複 U-12 ベスト4 石井貴哉・勘米良羚

2月8，15日 熊本県中学生学年別 男子複 1年生 優勝 佐藤宗一郎・
熊本県中学生学年別 男子単 1年生 準優勝 佐藤宗一郎
熊本県中学生学年別 男子単 2年生 ベスト4 松村琉空
熊本県中学生学年別 女子単 1年生 優勝 津崎美佐
熊本県中学生学年別 女子単 1年生 ベスト4 松江桃香

2月15日～20日 熊本学生テニス選手権 男子単 優勝 浦修平
熊本学生テニス選手権 男子単 準優勝 木村孝輝
熊本学生テニス選手権 男子単 ベスト4 平岡孝崇
熊本学生テニス選手権 男子複 優勝 浦修平・
熊本学生テニス選手権 男子複 ベスト4 木村孝輝・

2月23日 第6回ダイドードリンコカップ女子ダブルス 女子複 オープン 準優勝 國安まり枝・
2月29日3月1日 20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-12 優勝 石井貴哉

20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-12 ベスト4 勘米良羚
20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子複 U-12 優勝 石井貴哉・勘米良羚
20九州ジュニアテニス熊本県予選 女子単 U-12 優勝 岡田彩希
20九州ジュニアテニス熊本県予選 女子単 U-12 3位 竹谷玲美
20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-14 3位4位 粟田麟太郎，南　伊織
20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子複 U-14 優勝 南　伊織・
20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子複 U-14 準優勝 西山依吹・
20九州ジュニアテニス熊本県予選 男子複 U-14 3位 中林宗一郎・
20九州ジュニアテニス熊本県予選 女子単 U-14 ベスト4 津崎美佐

7月11日 ミズノジュニア 男子単 U-14 ベスト4 中林宗一郎，粟田麟太郎
7月26日 ミズノジュニア 男子単 U-12 優勝 石井貴哉

ミズノジュニア 男子複 U-12 優勝 石井貴哉・勘米良羚
7月26日 八代ダブルステニストーナメント 男子複 ベテラン 優勝 石川慎一・藤浦純也
7月26日 高体連代替試合 男子単 高3 ベスト4 宮中　真
7月26日 コロナに負けるなテニス大会2020 男子単 高校生以下 優勝 森蒼一郎

コロナに負けるなテニス大会2020 男子単 高校生以下 ベスト4 粟田麟太郎
7月24日 サマージュニア 男子単 小学生以下 準優勝 荒木陽翔

サマージュニア 男子単 小学生以下 3位 古賀遼太郎
サマージュニア 男子単 中学生以下 優勝 中林宗一郎
サマージュニア 男子単 中学生以下 準優勝 西山依吹
サマージュニア 男子単 中学生以下 ベスト4 粟田麟太郎
サマージュニア 女子単 中学生以下 優勝 津﨑美佐
サマージュニア 女子単 中学生以下 準優勝 大山裕子

8月8,9日 熊本県高校生夏季テニス選手権 男子単 2年生 優勝 築島優太
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子単 2年生 準優勝 藤田卓也
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子単 2年生 3位 荒木優介
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子複 2年生 優勝 藤田卓也・
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子複 2年生 準優勝 荒木優介・三本泰成
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子複 2年生 ベスト4 築島優太・小松恵大，吉本諭司・
熊本県高校生夏季テニス選手権 男子複 1年生 準優勝 峠原圭吾・
熊本県高校生夏季テニス選手権 女子単 2年生 優勝 梅田萌果
熊本県高校生夏季テニス選手権 女子単 2年生 3位 井上麗奈
熊本県高校生夏季テニス選手権 女子複 2年生 準優勝 井上麗奈・

8月13日 サマージュニア 男子単 高校生以下 優勝 粟田麟太郎
サマージュニア 男子単 高校生以下 ベスト4 中林宗一郎，西山依吹

8月15日 JTRA九州予選 男子単 中学生 優勝 坂本日色
JTRA九州予選 男子単 中学生 3位 冨田竜誠

（C）RKKルーデンステニスクラブ 1



2020（令和2）年
期日+F51F91AA1:F39 大会名 種目 クラス 戦績 氏名

JTRA九州予選 男子単 小学生 3位 石井貴哉
8月15，16日 ダンロップスリクソンカップ 男子複 A 優勝 浦　修平・

ダンロップスリクソンカップ 男子複 B 優勝 中林宗一郎・
ダンロップスリクソンカップ 男子複 B ベスト4 西山依吹・
ダンロップスリクソンカップ 男子複 C ベスト4 松村琉空・板敷哲平
ダンロップスリクソンカップ 男子複 O-60 優勝 山内勇・
ダンロップスリクソンカップ 男子複 O-60 3位 橋爪富士雄・
ダンロップスリクソンカップ 女子複 A 準優勝 中村優里
ダンロップスリクソンカップ 女子複 B 優勝 田嶋明希・
ダンロップスリクソンカップ 女子複 B 準優勝 竹谷玲美・岡田彩希

8月22日 フンドーキン女子ダブルス 女子複 ビギナー 準優勝 松江桃香・
9月12日 イエス！ビギナーズ 男子複 C 優勝 矢野善隆・松永隆夫

イエス！ビギナーズ 女子複 C 優勝 津﨑美佐・大山裕子
9月21日 21MUFG全国ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-16 優勝 坂本日色

21MUFG全国ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-16 準優勝 冨田竜誠
21MUFG全国ジュニアテニス熊本県予選 男子単 U-16 3位 粟田麟太郎
21MUFG全国ジュニアテニス熊本県予選 女子単 U-16 ベスト4 岡田彩希
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