
 

第 3１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 14日(土)ダブルス   会場 RKKルーデンス 予備日 1月 21日 

9：00 小学生男女集合 （砂入り人工芝の予定ですが、天候によりハードコートを使用） 

 

＊ 1月 22日（日）シングルス 会場パークドーム 

 9：00 小中学生男子集合 

10：30 小中学生女子集合 

11：30 小学 4年生男女集合 

 

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） 

小学生女子は５位決定戦を行います。小学生男子と小学 4年生は 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）。 

・ 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名 8組以下は 2位まで。3名 3組以下は 1位まで）。中学生はベスト 4

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 6～9 日大分県で開催さ

れます。小学生九州大会は単３名，複２組，小学生 4年生以下 4名出場予定です。 

（2月のダンロップ全国選抜 Jr九州大会で増える可能性があります。） 

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。 

・ コロナ感染防止対策をよろしくお願いします。 

・ 当日チェックリストを提出してください。(保護者も提出してください。) 

 

雨天の場合は 14日 21日は 8時に決定します。ホームページか電話で確認してください。 

 

お問い合わせ先 ３７９－３６３６ 



第31回ルーデンス小中学生

中学生男子-本戦
選手登録 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 M134889 RKKルーデンス 勘米良 羚 [1]  

   勘米良 羚

2   Bye   

     

3 BS14-04 八代ジュニア 堤 大夢   

     

4 M705069 ルーセントTC 松岡 晄希   

     

5 BS14-01 RKKルーデンス 松尾 悠大   

     

6 M693752 スター熊本庭球塾 山下 佑太   

     

7 M691285 RKKルーデンス 濱田 旺佑   

     

8 M693748 DIVO熊本 清田 和志 [5]   

     

9 M138479 ルーセントTC 中村 雅史 [3]   

     

10 M690872 スター熊本庭球塾 山田 桜大   

     

11 M690720 JoG's 森 孝之   

     

12 M154691 RKKルーデンス 永井 祐翔   

     

13 M690869 DIVO熊本 坂西 厚郎   

     

14 M707490 RKKルーデンス 岡村 凜太郎   

     

15 M693751 スター熊本庭球塾 酒田 直央   

     

16 M690830 御船中 加来 大基 [7]   

     

17 M690721 JoG's 木村 英鉄 [6]   

     

18 M691955 ルーセントTC 永田 紫暖   

     

19 M701095 RKKルーデンス 峠原 瑛太   

     

20 M693756 スター熊本庭球塾 酒田 礼央   

     

21 BS14-03 DIVO熊本 田中 智也   

     

22 M690821 スター熊本庭球塾 本田 幹人   

     

23 M703950 ルーセントTC 池田 雄翔   

     

24 M690822 RKKルーデンス 川口 遼 [4]   

     

25 M693704 RKKルーデンス 福田 泰千 [8]   

     

26 M707567 合志中学校 渕上 翔瑛   

     

27 M693466 ルーセントTC 鶴 颯真   

     

28 M693739 RKKルーデンス 竹永 櫂希   

     

29 M703959 RKKルーデンス 松下 天馬   

     

30 M703917 JoG's 岩井 義   

     

31 BS14-02 DIVO熊本 上濱 直大   

     

32 M117231 スター熊本庭球塾 行森 敬也 [2]  

   

  



第31回ルーデンス小中学生

中学生女子-本戦
選手登録番号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 F690874 RKKルーデンス 國元 のどか [1]  

   國元 のどか

2   Bye   

     

3 F134873 DIVO熊本 佐藤 心美   

     

4 F702648 ルーセントTC 吉田 紗菜   

     

5 F691283 スター熊本庭球塾 麻生 陽菜乃 [3]   

   麻生 陽菜乃  

6   Bye   

     

7 F693737 RKKルーデンス 板敷 真央   

     

8 F707863 DIVO熊本 丸山 翠月   

     

9 F134874 DIVO熊本 寺田 あお   

     

10 F690823 スター熊本庭球塾 島田 栞   

     

11   Bye   

   姉川 心咲  

12 F693703 RKKルーデンス 姉川 心咲 [4]   

     

13 F707624 ルーセントTC 大澤 心春   

     

14 F690826 スター熊本庭球塾 森下 詩葉   

     

15   Bye   

   深山 恵里奈  

16 F690873 JoG's 深山 恵里奈 [2]  

   

  



23九州小学生熊本県予選

小学生男子-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番

号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 M691522 ルネサンス熊本南 加来 大和 [1]  

   加来 大和

2   Bye   

     

3 M703971 RKKルーデンス 永井 祐征   

   永井 祐征  

4   Bye   

     

5   Bye   

   松岡 朋希  

6 M704877 RKKルーデンス 松岡 朋希   

     

7   Bye   

   高山 仁  

8 M702576 ルーセントTC 高山 仁 [6]   

     

9 M693467 ルーセントTC 鶴 柊吾 [3]   

   鶴 柊吾  

10   Bye   

     

11 M703852 八代ジュニア 中原 颯汰   

   中原 颯汰  

12   Bye   

     

13 M705070 RKKルーデンス 板敷 侑樹   

     

14 BS12-02 DIVO熊本 玉田 健二   

     

15   Bye   

   山下 琥太郎  

16 M705051 スター熊本庭球塾 山下 琥太郎 [5]   

     

17 M702575 DIVO熊本 増永 航太郎 [7]   

   増永 航太郎  

18   Bye   

     

19 M708258 スター熊本庭球塾 木村 蓮   

     

20 M707836 八代ジュニア 中村 直之   

     

21   Bye   

   亀田 悠太  

22 M707807 JoG'S 亀田 悠太   

     

23   Bye   

   原 尚之 [4]  

24 M693720 ルーセントTC 原 尚之 [4]   

     

25 M705116 スター熊本庭球塾 本田 匠   

   本田 匠  

26   Bye   

     

27 M702578 VIVA!ファミリア 八尋 慶   

   八尋 慶  

28   Bye   

     

29   Bye   

   池田 逞馬  

30 M703952 ルーセントTC 池田 逞馬   

     

31   Bye   

   勘米良 悠  

32 M701112 RKKルーデンス 勘米良 悠 [2]  

    

  順位 3-4   

    

    

   

  



23九州小学生熊本県予選

小学生女子-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番

号 所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 F134616 八代ジュニア 梅田 巴花 [1]  

   梅田 巴花

2   Bye   

     

3 F707778 RKKルーデンス 吉住 凛々花   

     

4 F707788 DIVO熊本 城野 友果子   

     

5 F707781 RKKルーデンス 八住 優衣 [3]   

   八住 優衣  

6   Bye   

     

7 F704879 ルーセントTC 後藤 桜愛   

     

8 F707896 RKKルーデンス 杉田 亜柚佳   

     

9 F702574 DIVO熊本 寺田 ここな   

     

10 F707794 RKKルーデンス 西村 美咲   

     

11   Bye   

   山田 桜雪  

12 F705053 スター熊本庭球塾 山田 桜雪 [4]   

     

13 F703931 ルーセントTC 吉田 菜緒   

     

14 F707795 RKKルーデンス 津田 優希乃   

     

15   Bye   

   阿部 紗芭  

16 F693740 RKKルーデンス 阿部 紗芭 [2]  

    

  順位 3-4   

    

    

    

  順位 5-8   

    

     

     

     

     

    

   

  



第31回ルーデンス小中学生

4年生男子-本戦
選手登録 所属団体 Round 1 Quarterfinal Semifinals Final 勝者
   

1 M703820 DIVO熊本 杉村 拓哉 [1]  
   杉村 拓哉

2   Bye   
     

3 BS10-1 DIVO熊本 星川 新太   
     

4 M707780 RKKルーデンス 杉野 碧飛   
     

5 M707699 RKKルーデンス 古閑 翔名   
   古閑 翔名  

6   Bye   
     

7 BS10-3 佐藤通産 栃原 乙稀   
   栃原 乙稀  

8   Bye   
     

9   Bye   
   勘米良 京  

10 M707779 RKKルーデンス 勘米良 京   
     

11   Bye   
   清水 大翔  

12 M702579 DIVO熊本 清水 大翔 [3]   
     

13 M707584 ルーセントTC 後藤 司   
     

14 BS10-2 クラージュ 高柳 裕章   
     

15   Bye   
   岩井 剣侍  

16 M706693 JoG's 岩井 剣侍 [2]  
    
  順位 3-4   
    
    
   

4年生女子-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
選手登録 所属団体 Semifinals Final 勝者
   

1 F707654 JoG's 緒方 凛 [1]  
    

2 F707777 ルーセントTC 赤星 菜奈美   
     

3 GS10-01 スター熊本庭 西久保 仁美   
     

4 F707584 ルーセントTC 後藤 彩 [2]  
   
  順位 3-4   
    
    



第31回ルーデンス小中学生

日曜日 2023  1  22
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00

1 小学生男子  1R 小学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R

            

板敷 侑樹 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 木村 蓮 (ｽﾀｰ) 堤 大夢 (八代Jr) 松尾 悠大 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 中村 雅史 (ﾙｰｾﾝﾄ) 坂西 厚郎 (DIVO) 福田 泰千 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 鶴 颯真 (ﾙｰｾﾝﾄ) 松下 天馬 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 上濱 直大 (DIVO) 木村 英鉄 (JoG's) 田中 智也 (DIVO)

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

玉田 健二 (DIVO) 中村 直之 (八代Jr) 松岡 晄希 (ﾙｰｾﾝﾄ) 山下 佑太 (ｽﾀｰ) 山田 桜大 (ｽﾀｰ) 岡村 凜太郎 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 渕上 翔瑛 (合志中) 竹永 櫂希 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 岩井 義 (JoG's) 行森 敬也 (ｽﾀｰ) 永田 紫暖 (ﾙｰｾﾝﾄ) 本田 幹人 (ｽﾀｰ)

            

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

2 小学生男子  2R 小学生男子  2R 小学生男子  2R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 中学生男子  1R 小学生男子  2R 小学生男子  2R 小学生男子  2R 小学生男子  2R 中学生男子  1R 中学生男子  1R

板敷 侑.            

or 玉田 健. 増永 航太郎 (JPN) 松岡 朋希 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 濱田 旺佑 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 森 孝之 (JoG's) 酒田 直央 (ｽﾀｰ) 加来大和 (ﾙﾈｻﾝｽ熊本南) 鶴 柊吾 (ﾙｰｾﾝﾄ) 亀田 悠太 (JoG's) 本田 匠 (ｽﾀｰ) 峠原 瑛太 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 池田 雄翔 (ﾙｰｾﾝﾄ)

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

山下 琥太郎 (ｽﾀｰ) 木村 蓮. 高山 仁 (ﾙｰｾﾝﾄ) 清田 和志 (DIVO) 永井 祐翔 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 加来 大基 (御船中) 永井佑征 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 中原 颯汰 (八代Jr) 原 尚之 (ﾙｰｾﾝﾄ) 八尋 慶 (VIVA) 酒田 礼央 (ｽﾀｰ) 川口 遼 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ)

 or 中村 直.           

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

3 小学生男子  2R 中学生男子  2R 中学生男子  2R 中学生男子  2R 中学生男子  2R 中学生男子  2R 中学生男子  2R consolasion consolasion consolasion 中学生男子  2R 中学生男子  2R

  福田 泰. 松尾 悠. 中村 雅. 坂西 厚. 松下 天.    木村 英. 田中 智.

池田 逞馬 (ﾙｰｾﾝﾄ) 勘米良 羚 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) or 渕上 翔. or 山下 佑. or 山田 桜. or 岡村 凜. or 岩井 義.    or 永田 紫. or 本田 幹.

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.    vs. vs.

勘米良 悠 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 堤 大. 鶴 颯. 濱田 旺. 森 孝. 酒田 直. 上濱 直.    峠原 瑛. 池田 雄.

or松岡 晄希 or竹永 櫂希 or清田 和志 or永井 祐翔 0r加来 大基 or行森 敬也 or酒田 礼央 or川口 遼

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

4 小学生男子  QF 小学生男子  QF 小学生男子  QF 小学生男子  QF 小学生女子  1R 小学生女子  1R 小学生女子  1R 小学生女子  1R consolasion consolasion consolasion consolasion

本田 匠. 加来 大. 鶴 柊. 増永 航.         

or 八尋 慶. or 永井 祐. or 中原 颯. or ?? 吉住 凛々花 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 後藤 桜愛 (ﾙｰｾﾝﾄ) 寺田 ここな (DIVO) 吉田 菜緒 (ﾙｰｾﾝﾄ)     

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.     

池田 逞. 松岡 朋. ?? 亀田 悠. 城野 友果子 (DIVO) 杉田 亜柚佳 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 西村 美咲 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 津田 優希乃 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ)     

or 勘米良 悠. or 高山 仁. or 山下 琥. or 原 尚.         

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

5 consolasion consolasion consolasion consolasion 小学生女子  QF 小学生女子  QF 小学生女子  QF 小学生女子  QF 中学生女子  1R 中学生女子  1R 中学生女子  1R 中学生女子  1R

      寺田 こ. 吉田 菜.     

    梅田 巴花 (八代Jr]) 八住 優衣 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) or 西村 美. or 津田 優. 佐藤 心美 (DIVO) 板敷 真央 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 寺田 あお (DIVO) 大澤 心春 (ﾙｰｾﾝﾄ)

    vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

    吉住 凛. 後藤 桜. 山田 桜雪 (ｽﾀｰ) 阿部 紗芭 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 吉田 紗菜 (ﾙｰｾﾝﾄ) 丸山 翠月 (DIVO) 島田 栞 (ｽﾀｰ) 森下 詩葉 (ｽﾀｰ)

    or 城野 友. or 杉田 亜.       

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

6 中学生男子  QF 中学生男子  QF 中学生男子  QF 中学生男子  QF 4年生男子  2R 4年生男子  2R 4年生男子  1R 4年生男子  1R 中学生女子  2R 中学生女子  2R 中学生女子  2R 中学生女子  2R

勘米良 羚. ?? ?? ??       寺田 あ. 大澤 心.

or ?? or ?? or ?? or ?? 古閑 翔名 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 勘米良 京 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 星川 新太 (DIVO) 後藤 司 (ﾙｰｾﾝﾄ) 國元 のどか (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 麻生 陽菜乃 (ｽﾀｰ) or 島田 栞. or 森下 詩.

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

?? ?? ?? ?? 栃原 乙稀 (佐藤通産) 清水 大翔 (DIVO) 杉野 碧飛 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 高柳 裕章 (ｸﾗｰｼﾞｭ) 佐藤 心. 板敷 真. 姉川 心咲 (ﾙｰﾃﾞﾝｽ) 深山 恵里奈 (JoG's)

or ?? or ?? or ?? or ??     or 吉田 紗. or 丸山 翠.   

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

7 小学生男子  SF 小学生男子  SF 小学生女子  5/8 5-8 consolasion consolasion 小学生女子  5/8 5-8 4年生男子  2R 4年生男子  2R consolasion consolasion 4年生女子  1R 4年生女子  1R

?? ?? 梅田 巴.   ??  後藤 司.     

or ?? or ?? or ??   or 山田 桜. 杉村 拓哉 (DIVO) or 高柳 裕.   緒方 凛 (JoG's) 西久保 仁美 (ｽﾀｰ)

vs. vs. vs.   vs. vs. vs.   vs. vs.

?? ?? 八住 優.   ?? 星川 新. 岩井 剣侍 (JoG's)   赤星 菜奈美 (ﾙｰｾﾝﾄ) 後藤 彩 (ﾙｰｾﾝﾄ)

or ?? or ?? or ??   or 阿部 紗. or 杉野 碧.      

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

8 中学生男子  SF 中学生男子  SF 中学生女子  SF 中学生女子  SF 小学生女子  SF 小学生女子  SF 4年生男子  SF 4年生男子  SF consolasion consolasion 4年生女子  Final 4年生女子  3/4 3-4

?? ?? 國元 の. ?? 梅田 巴. ?? 杉村 拓. 勘米良 京.   緒方 凛. 緒方 凛.

or ?? or ?? or ?? or 姉川 心. or ?? or 山田 桜. or ?? or 清水 大.   or 赤星 菜. or 赤星 菜.

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.   vs. vs.

?? ?? 麻生 陽. ?? 八住 優. ?? 古閑 翔. ??   西久保 仁. 西久保 仁.

or ?? or ?? or ?? or 深山 恵. or ?? or 阿部 紗. or 栃原 乙. or 岩井 剣.   or 後藤 彩. or 後藤 彩.

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

9 中学生男子  Final 小学生男子  Final 中学生女子  Final 小学生男子  3/4 3-4 小学生女子  5/6 5-6 小学生女子  3/4 3-4 4年生男子  Final 4年生男子  3/4 3-4 小学生女子  Final consolasion

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  

or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ??  

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.  

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  

or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or ??  


