
第31回ルーデンス中学生

中学生男子-本戦
選手登録番号 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   

    勘米良 羚

3 BS14-04 八代ジュニア 堤 大夢  60

   松岡 晄希  

4 M705069 ルーセントTC 松岡 晄希 61  

    勘米良 羚

5 BS14-01 RKKルーデンス 松尾 悠大  64

   山下 佑太  

6 M693752 スター熊本庭球塾 山下 佑太 63  

    清田 和志

7 M691285 RKKルーデンス 濱田 旺佑  60

   清田 和志  

8 M693748 DIVO熊本 清田 和志 [5] WO  

    勘米良 羚

9 M138479 ルーセントTC 中村 雅史 [3]  60

   中村 雅史  

10 M690872 スター熊本庭球塾 山田 桜大 61  

    中村 雅史

11 M690720 JoG's 森 孝之  61

   永井 祐翔  

12 M154691 RKKルーデンス 永井 祐翔 76(3)  

    加来 大基

13 M690869 DIVO熊本 坂西 厚郎  64

   坂西 厚郎  

14 M707490 RKKルーデンス 岡村 凜太郎 60  

    加来 大基

15 M693751 スター熊本庭球塾 酒田 直央  61

   加来 大基  

16 M690830 御船中 加来 大基 [7] 63  

    勘米良 羚

17 M690721 JoG's 木村 英鉄 [6]  61

   木村 英鉄  

18 M691955 ルーセントTC 永田 紫暖 76(6)  

    木村 英鉄

19 M701095 RKKルーデンス 峠原 瑛太  76(5)

   峠原 瑛太  

20 M693756 スター熊本庭球塾 酒田 礼央 62  

    川口 遼

21 BS14-03 DIVO熊本 田中 智也  64

   本田 幹人  

22 M690821 スター熊本庭球塾 本田 幹人 64  

    川口 遼

23 M703950 ルーセントTC 池田 雄翔  61

   川口 遼  

24 M690822 RKKルーデンス 川口 遼 [4] 62  

    川口 遼

25 M693704 RKKルーデンス 福田 泰千 [8]  76(8)

   福田 泰千  

26 M707567 合志中学校 渕上 翔瑛 60  

    福田 泰千

27 M693466 ルーセントTC 鶴 颯真  62

   竹永 櫂希  

28 M693739 RKKルーデンス 竹永 櫂希 63  

    行森 敬也

29 M703959 RKKルーデンス 松下 天馬  63

   松下 天馬  

30 M703917 JoG's 岩井 義 64  

    行森 敬也

31 BS14-02 DIVO熊本 上濱 直大  62

   行森 敬也  

32 M117231 スター熊本庭球塾 行森 敬也 [2] 60

   

  



第31回ルーデンス中学生

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   

    國元 のどか

3 F134873 DIVO熊本 佐藤 心美  63

   佐藤 心美  

4 F702648 ルーセントTC 吉田 紗菜 62  

    國元 のどか

5 F691283 スター熊本庭球塾 麻生 陽菜乃 [3]  60

   麻生 陽菜乃  

6   Bye   

    麻生 陽菜乃

7 F693737 RKKルーデンス 板敷 真央  61

   板敷 真央  

8 F707863 DIVO熊本 丸山 翠月 61  

    國元 のどか

9 F134874 DIVO熊本 寺田 あお  76(4)

   島田 栞  

10 F690823 スター熊本庭球塾 島田 栞 64  

    島田 栞

11   Bye  63

   姉川 心咲  

12 F693703 RKKルーデンス 姉川 心咲 [4]   

    深山 恵里奈

13 F707624 ルーセントTC 大澤 心春  61

   森下 詩葉  

14 F690826 スター熊本庭球塾 森下 詩葉 75  

    深山 恵里奈

15   Bye  62

   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   

    加来 大和

3 M703971 RKKルーデンス 永井 祐征  61

   永井 祐征  

4   Bye   

    加来 大和

5   Bye  61

   松岡 朋希  

6 M704877 RKKルーデンス 松岡 朋希   

    高山 仁

7   Bye  64

   高山 仁  

8 M702576 ルーセントTC 高山 仁 [6]   

    加来 大和

9 M693467 ルーセントTC 鶴 柊吾 [3]  62

   鶴 柊吾  

10   Bye   

    鶴 柊吾

11 M703852 八代ジュニア 中原 颯汰  60

   中原 颯汰  

12   Bye   

    鶴 柊吾

13 M705070 RKKルーデンス 板敷 侑樹  76(6)

   板敷 侑樹  

14 M708341 DIVO熊本 玉田 健二 61  

    山下 琥太郎

15   Bye  64

   山下 琥太郎  

16 M705051 スター熊本庭球塾 山下 琥太郎 [5]   

    加来 大和

17 M702575 DIVO熊本 増永 航太郎 [7]  75

   増永 航太郎  

18   Bye   

    増永 航太郎

19 M708258 スター熊本庭球塾 木村 蓮  60

   中村 直之  

20 M707836 八代ジュニア 中村 直之 61  

    原 尚之

21   Bye  62

   亀田 悠太  

22 M707807 JoG'S 亀田 悠太   

    原 尚之

23   Bye  60

   原 尚之  

24 M693720 ルーセントTC 原 尚之 [4]   

    勘米良 悠

25 M705116 スター熊本庭球塾 本田 匠  60

   本田 匠  

26   Bye   

    本田 匠

27 M702578 VIVA!ファミリア 八尋 慶  61

   八尋 慶  

28   Bye   

    勘米良 悠

29   Bye  62

   池田 逞馬  

30 M703952 ルーセントTC 池田 逞馬   

    勘米良 悠

31   Bye  60

   勘米良 悠  

32 M701112 RKKルーデンス 勘米良 悠 [2]  

    

  順位 3-4   

  鶴 柊吾  原 尚之

   62

  原 尚之  

  



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   

    梅田 巴花

3 F707778 RKKルーデンス 吉住 凛々花  61

   吉住 凛々花  

4 F707788 DIVO熊本 城野 友果子 61  

    梅田 巴花

5 F707781 RKKルーデンス 八住 優衣 [3]  61

   八住 優衣  

6   Bye   

    後藤 桜愛

7 F704879 ルーセントTC 後藤 桜愛  60

   後藤 桜愛  

8 F707896 RKKルーデンス 杉田 亜柚佳 60  

    梅田 巴花

9 F702574 DIVO熊本 寺田 ここな  61

   西村 美咲  

10 F707794 RKKルーデンス 西村 美咲 62  

    西村 美咲

11   Bye  61

   山田 桜雪  

12 F705053 スター熊本庭球塾 山田 桜雪 [4]   

    阿部 紗芭

13 F703931 ルーセントTC 吉田 菜緒  63

   津田 優希乃  

14 F707795 RKKルーデンス 津田 優希乃 62  

    阿部 紗芭

15   Bye  60

   阿部 紗芭  

16 F693740 RKKルーデンス 阿部 紗芭 [2]  

    

  順位 3-4   

  後藤 桜愛  西村 美咲

   62

  西村 美咲  

  順位 5-8   

  吉住 凛々花  八住 優衣

   63  

  八住 優衣   八住 優衣

    61

  山田 桜雪  
津田 優希
乃  

   63

  津田 優希乃  

  



23九州小学生熊本県予選

4年生男子-本戦
選手登録番号 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   
    杉村 拓哉

3 BS10-1 DIVO熊本 星川 新太  60
   星川 新太  

4 M707780 RKKルーデンス 杉野 碧飛 63  
    杉村 拓哉

5 M707699 RKKルーデンス 古閑 翔名  61
   古閑 翔名  

6   Bye   
    古閑 翔名

7 BS10-3 佐藤通産 栃原 乙稀  76(5)
   栃原 乙稀  

8   Bye   
    杉村 拓哉

9   Bye  60
   勘米良 京  

10 M707779 RKKルーデンス 勘米良 京   
    清水 大翔

11   Bye  WO
   清水 大翔  

12 M702579 DIVO熊本 清水 大翔 [3]   
    岩井 剣侍

13 M707584 ルーセントTC 後藤 司  76(3)
   後藤 司  

14 BS10-2 クラージュ 高柳 裕章 64  
    岩井 剣侍

15   Bye  61
   岩井 剣侍  

16 M706693 JoG's 岩井 剣侍 [2]  
    
  順位 3-4   
  古閑 翔名  古閑 翔名
   63
  清水 大翔  

4年生女子-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 所属団体 Semifinals Final 勝者
   

1 F707654 JoG's 緒方 凛 [1]  
   赤星 菜奈

2 F707777 ルーセントTC 赤星 菜奈美 76(5)  
    後藤 彩

3 GS10-01 スター熊本庭 西久保 仁美  61
   後藤 彩  

4 F707584 ルーセントTC 後藤 彩 [2] 61
   
  順位 3-4   
  緒方 凛  西久保 仁
   76(5)

西久保 仁美



Ｒ５，１，１４ ルーデンス

女子試合順
1-2 3-4 1-2
1-5 2-3 2-3
4-5 1-3 1-3
2-4 3-5
1-4 2-5

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

ルーデンス 岡田彩希 ルーデンス 冨田竜誠 ルーデンス 伊藤更紗 VIVAファミリア

VIVAファミリア 行森爽夏 スター熊本庭球塾 南　伊織 ルーデンス 伊藤更紗 VIVAファミリア

ルーデンス 松永　凛 スター熊本庭球塾 中林宗一郎 ルーデンス 行森爽夏 スター熊本庭球塾

ルーセント 梅田巴花 八代Jr 石井貴哉 VIVAファミリア 竹谷玲美 ルーデンス
ルーデンス 梅田巴花 八城ジュニア 勘米良羚 ルーデンス 國元のどか ルーデンス第31回 加来大和

第29回 坂本昇太朗

男子試合順

16 36 02 3

06 63 11 2

順位

61 60 20 1

1 2 3 勝敗

6036 63

61 36 2616

36 06 16

16 63 36 63

06

3 4 5

60 61 63 61

(

1 2

）

(

スター熊本庭球塾・ルーセントTC

2 松岡朋希・板敷侑樹 ( RKKルーデンス

勘米良悠・加来大和

3

小学生男子

山下琥太郎・高山仁

1 梅田巴花・阿部紗芭

(

2 寺田ここな・城野友果子 (

(3

原尚之・鶴柊吾

(

本田匠・増永航太郎

小学生女子

スター熊本庭球塾・DIVO熊本

第１３回 成松智希

第９回

森憲介

）

第２回

3 後藤桜愛・吉田菜緒 (

第３回

第４回

第７回

2

1

上田篤

梶尾幸希

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

）

ルーセントTC

DIVO熊本

）

第１７回

中学生女子小学生男子 小学生女子

第１４回

第６回

成松智希

第１０回

第１２回

第１回

高尾尚輝

宮崎靖雄

62

八代ジュニア・RKKルーデンス

ルーセントTC

）

）

第２１回

臼井公志朗

第２６回

第２２回

ＲＫＫルーデンス・ルネサンス熊本南 ）

第５回

第８回

村下亮

第１１回

第28回 石井貴哉

森憲介

森憲介

大塚拳之助

大塚拳之助

岡畑　亘

佐藤仁星

橋本張成

第２４回

第２５回 坂本日色

第２７回

上村真斗

西山依吹

第２３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

第２０回 尾方陸斗

石井優心第30回

勝敗

40

04

22

41

13

）

第１５回

順位

1

5

3

2

4


