
第28回全国小学生テニス選手権大会　九州地域予選
(男子シングルス )

2010/5/3～5/5
大分スポーツ公園テニスコート

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R

1 野口 莉央 (福･守恒小6) 橋川 泰典 (長･長与南小6) 33
1 野口 33 橋川

2 小野 宗一郎 (大･石垣小5)
80 84

田代 翔 (鹿･寿北小6) 34
1 野口 36 伊南

3 野内 綾太 (長･戸町小4)
80 97

服卷 力也 (佐・外町小4) 35
3 野内 36 伊南

4 鐘ヶ江 憲成 (熊･豊川小6)
85 80

伊南 陽介 (大･東大分小6) 36
1 野口 37 黒木

5 鈴木 宗生 (佐・仁比山小6)
80 85

黒木 千里 (鹿･郡山小5) 37
6 田原 37 黒木

6 田原 健太郎 (鹿･西紫原小6)
82 83

河谷 陽水 (佐・北鹿島小5) 38
6 田原 1 野口 37 黒木

7 安仁屋 亮多 (沖･さつき小6)
84 82 82

田口 涼太郎 (長･長与南小4) 39
8 染矢 40 名越

8 染矢 和仁 (宮･西小6)
84 81

名越 光 (宮･西池小6) 40
1 野口 48 田中

9 上野 将輝 (熊･力合小6)
80 83

安里 智樹 (沖･津嘉山小6) 41
10 井上 42 向

10 井上 瑞樹 (大･大分大附小6)
80 81

向 龍馬 (福･西国分小6) 42
12 木村 42 向

11 井上 修太朗 (福･西高宮小6)
85 82

財前 達坦 (大･南立石小6) 43
12 木村 43 財前

12 木村 孝輝 (熊･健軍小6)
81 86

藤永 啓人 (長･矢上小5) 44
16 秋山 48 田中

13 松田 雅光 (長･西北小5)
84 82

宇都宮 魁 (大･大神小6) 45
14 神﨑 45 宇都宮

14 神﨑 直紀 (佐・若楠小5)
86 84

藤田 圭人 (長･旭が丘小6) 46
16 秋山 48 田中

15 宮原 颯大 (佐・神野小4)
82 86

名越 大地 (宮･西池小5) 47
16 秋山 48 田中

16 秋山 遼海 (福･天拝小6)
80 82

田中 優之介 (福･天拝小6) 48
1 野口 64 工藤

17 森部 惟一朗 (福･大野南小6)
82 82

上園 祥平 (福･千早小6) 49
17 森部 49 上園

18 杉田 大輔 (大･大道小6) 80 81
北川 和也 (長･長与南小6) 50

上村 雄二郎 (鹿･育英小4) 17 森部 52 ﾃﾞﾝ

19 小泉 亮太 (宮･江平小6)
82 84

亀飼 李規 (佐・明倫小6) 51
19 小泉 52 ﾃﾞﾝ

20 友寄 智開 (沖･大本小6)
97 84

ﾃﾞﾝ 正希 (宮･学園木花台小5) 52
17 森部 56 香川

21 蘭 大輔 (佐・桜岡小6)
85 85

中島 悠利 (熊･託麻南小5) 53
21 蘭 54 魚住

22 阿部 直人 (福･堤小6)
81 80

魚住 竜司 (宮･宮崎東小6) 54
21 蘭 56 香川

23 横尾 淳司 (大･南小6)
85 81

山﨑 広耀 (鹿･枕崎小5) 55
24 堀口 56 香川

24 堀口 来夢 (鹿･建昌小6)
97 84

香川 弘斗 (福・春日南小5) 56
17 森部 64 工藤

25 澤岻 祐太 (沖･美里小6)
84 82

井田 椋介 (佐・明倫小6) 57
25 澤岻 58 米田

26 橋本 張智佳 (熊･府本小5)
81 82

米田 利玖 (福･木屋瀬小5) 58
28 浅田 59 坂上

27 今林 亮介 (福･青葉小6)
84 84

坂上 拓美 (長･長与南小6) 59
28 浅田 59 坂上

28 浅田 幸輝 (大･日岡小6)
86 80

濱砂 辰一 (沖･高良小6) 60
32 甲斐 64 工藤

29 本田 健人 (熊･武蔵小6)
86 81

橋本 張成 (熊･府本小5) 61
30 井上 62 落石

30 井上 隆也 (大･大分大附小4) 85 82
落石 倫 (福･福間南小4) 62

谷口 完 (福･南片江小6) 32 甲斐 64 工藤

31 崎原 永臣 (沖･松川小6)
83 81

福岡 大雅 (宮･青島小6) 63
32 甲斐 64 工藤

32 甲斐 拓真 (福･愛宕浜小6)
85 80

工藤 弘基 (福･春日東小6) 64

●　シード順位 ●　補欠順位
1 野口　莉央 5 橋川　泰典 1 井上 隆也

2 工藤　弘基 6 2 杉田 大輔

3 森部惟一朗 7 3 木本 舜也

4 田中優之介 8 4 市來 拓



【　順位決定戦　】

≪男子シングルス≫

３・４位決定 ５～８位決定

17 森部 惟一朗 (福･大野南小6) 香川 弘斗 (福・春日南小5) 56
17 森部 16 秋山

48 田中 優之介 (福･天拝小6)
84 82

秋山 遼海 (福･天拝小6) 16
37 黒木
82

甲斐 拓真 (福･愛宕浜小6) 32
７・８位決定 37 黒木

83
黒木 千里 (鹿･郡山小5) 37

56 香川 弘斗 (福・春日南小5)

32 甲斐

32 甲斐 拓真 (福･愛宕浜小6)
97

≪女子シングルス≫

３・４位決定 ５～８位決定

21 中島 ゆりか (福･国分小6) 衛藤 佳奈 (福・星ヶ丘小6） 16
33 松尾 32 矢﨑

33 松尾 香音 (大･朝日小5)
84 86

矢﨑 真衣 (鹿･伊敷台小6) 32
48 藤島
82

藤島 瑠華 (大･判田小6） 48
７・８位決定 48 藤島

83
新本 樹奈 (沖･長嶺小6) 49

16 衛藤 佳奈 (福・星ヶ丘小6）

49 新本

49 新本 樹奈 (沖･長嶺小6)
83



2010九州小学生ダブルス選手権大会
2010/5/3～5/5

大分スポーツ公園テニスコート

男子ダブルス
1R 2R QF SF Ｆ SF QF 2R 1R

1
田中 優之介 (福･天拝小6)

1
田中

17
今林 今林 亮介 (福･青葉小6)

17
森部 惟一朗 (福･大野南小6) 森部 上園 上園 祥平 (福･千早小6)

2
屋我 昌吾 (沖･城北小6) 80

1
田中

1
田中

17
今林 83 藤永 啓人 (長･矢上小5)

18
上原 裕矢 (沖･小禄小5) 森部 森部 上園 松田 雅光 (長･西北小5)

3
井上 瑞樹 (大･大分大附小6)

3
井上 81 83 84

19
市來 市來 拓 (鹿･西谷山小5)

19
井上 隆也 (大･大分大附小4) 井上 岩﨑 岩﨑 太登 (鹿･八幡小6)

4
田代 翔 (鹿･寿北小6) 84

1
田中

24
蘭 83 宮原 颯大 (佐・神野小4)

20
山﨑 広耀 (鹿･枕崎小5) 森部 鈴木 河谷 陽水 (佐・北鹿島小5)

5
井田 椋介 (佐・明倫小6)

5
井田 86 86

21
友寄 友寄 智開 (沖･大本小6)

21
朝日 颯太 (佐・鹿島小6) 朝日 友寄 友寄 真智 (沖･大本小4)

6
本田 嵩稀 (宮･大淀小3) 82

8
横尾

24
蘭 81 北嶋 陸 (長･南山小6)

22
末吉 鼓太朗 (宮･西池小4) 伊南 鈴木 松尾 昌往 (長･川平小6)

7
北川 和也 (長・長与南小6）

8
横尾 80 84

24
蘭 倉岡 義弥 (熊･帯山小4)

23
田口 涼太郎 (長･長与南小4) 伊南 鈴木 岡畑 亘 (熊･帯山西小3)

8
横尾 淳司 (大･南小6) 85

1
田中

32
秋山 81 蘭 大輔 (佐・桜岡小6)

24
伊南 陽介 (大･東大分小6) 森部 工藤 鈴木 宗生 (佐・仁比山小6)

9
坂上 拓美 (長・長与南小6）

9
坂上 82 83

25
阿多 阿多 竜也 (福･那珂小4)

25
橋川 泰典 (長・長与南小6） 橋川 末田 末田 遼 (福･久留米大附小6)

10
宇都宮 魁 (大･大神小6) 84

12
堀口

25
阿多 82 名越 大地 (宮･西池小5)

26
浅田 幸輝 (大･日岡小6) 黒木 末田 中山 健仁 (宮･岡富小4)

11
尾方 陸斗 (熊･山ノ内小4)

12
堀口 86 97

27
山本 山本 澪 (鹿･春山小6)

27
永井 響 (熊･月出小6) 黒木 田原 田原 健太郎 (鹿･西紫原小6)

12
堀口 来夢 (鹿･建昌小6) 80

12
堀口

32
秋山 85 財前 達坦 (大･南立石小6)

28
黒木 千里 (鹿･郡山小5) 黒木 工藤 小野 宗一郎 (大･立石垣小5)

13
橋本 張智佳 (熊･府本小5)

13
橋本 84 80

29
澤岻 澤岻 祐太 (沖･美里小6)

29
橋本 張成 (熊･府本小5) 橋本 崎原 崎原 永臣 (沖･松川小6)

14
安里 智樹 (沖･津嘉山小6) 84

15
染矢

32
秋山 84 服卷 力也 (佐・外町小4)

30
城田 勝吾 (沖･津嘉山小6) 福岡 工藤 亀飼 季規 (佐・明倫小6)

15
染矢 和仁 (宮･西小6)

15
染矢 81 85

32
秋山 木藤 祐輔 (大･明野北小6)

31
福岡 大雅 (宮･青島小6) 福岡 工藤 岸上 昇平 (大･戸次小5)

16
甲斐 拓真 (福･愛宕浜小6) 83 81 秋山 遼海 (福･天拝小6)

32
宮﨑 陸太 (福･入部小6) 工藤 弘基 (福･春日東小6)

●　シード順位 ●　補欠順位

1 1
阿部  直人

井上　修太朗

2 2
杉田  大輔

３・４位決定 野添  睦輝

12
堀口 来夢 (鹿･建昌小6)

12
堀口

3
黒木 千里 (鹿･郡山小5) 黒木

24
蘭 大輔 (佐・桜岡小6) 83

4
鈴木 宗生 (佐・仁比山小6)
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