
第28回全国小学生テニス選手権大会　九州地域予選
( 女子シングルス )

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 坂本 はな (福・笹丘小6） 松尾 香音 (大･朝日小5) 33
1 坂本 33 松尾

2 下地 香菜子 (沖･真地小6)
81 80

諸見謝 実里 (沖･北丘小5) 34
1 坂本 33 松尾

3 工藤 理沙 (熊･大江小6)
80 82

川畑 香織 (鹿･妙円寺小5) 35
4 元山 35 川畑

4 元山 果南 (鹿･西紫原小5)
83 83

栗山 侑子 (佐･外町小5) 36
1 坂本 33 松尾

5 西村 彩 (大･光岡小5)
82 82

丹野 千春 (大･荏隈小6) 37
5 西村 38 吉田

6 江田 琴音 (長･長与南小6) 81 84
吉田 伽帆 (熊･築山小5) 38

里 萌加 (長･三城小6) 8 宮田 64 安部 39 市川

7 馬庭 優歩 (鹿･青葉小5)
80 86 82

市川 真莉 (福・三苫小6） 39
8 宮田 39 市川

8 宮田 杏香 (福･青葉小6)
82 82

翁長 亜衣 (鹿･星峯東小6) 40
1 坂本 33 松尾

9 山本 みう (大･宗方小6）
82 85

今村 凪沙 (熊･託麻東小6) 41
9 山本 42 佐野

10 大村 千乃 (福･貫小6)
83 97

佐野 利奈 (大･荷揚町小5) 42
9 山本 43 下地

11 古賀 里奈 (佐･高木瀬小4)
84 84

下地 奈緒 (沖･識名小6) 43
12 大渡 43 下地

12 大渡 菫 (鹿･西紫原小5)
81 81

甲斐 未央 (宮･宮崎大附属小6) 44
16 衛藤 48 藤島

13 川口 夏実 (長･相浦小2)
86 83

宮本 楓子 (熊･泉ヶ丘小6) 45
14 藤本 45 宮本

14 藤本 海月 (宮･田代小5)
82 86

平田 紅葉 (佐･若楠小6) 46
16 衛藤 48 藤島

15 比嘉 恭伽 (沖･長田小4)
82 80

大津 あかり (福・美和台小5） 47
16 衛藤 48 藤島

16 衛藤 佳奈 (福・星ヶ丘小6）
85 85

藤島 瑠華 (大･判田小6） 48
1 坂本 64 安部

17 福井 綾乃 (福・愛宕小6）
81 82

新本 樹奈 (沖･長嶺小6) 49
17 福井 49 新本

18 辻 薫子 (佐･佐賀大附属小6)
80 84

寺田 愛実 (宮･大久保小6) 50
19 ｿﾚﾝ 49 新本

19 ｿﾚﾝ ｸﾛｰﾘｰ (沖･北谷第二小5)
84 83

村上 鈴 (長･高田小6) 51
19 ｿﾚﾝ 51 村上

20 御領原 由貴 (鹿･伊集院小6)
97 80

安里 美優 (沖･津嘉山小4) 52
21 中島 49 新本

21 中島 ゆりか (福･国分小6)
86 84

須佐 真優 (大･西の台小4) 53
21 中島 53 須佐

22 金城 雛子 (沖･琉球大附属小6)
83 81

柳本 佳苗 (熊･北部東小6) 54
21 中島 53 須佐

23 佐藤 未侑 (大･明治北小6）
80 85

副島 こころ (福･春日西小5) 55
23 佐藤 56 引地

24 我那覇 真子 (沖･山内小5)
97 85

引地 美結 (宮･宮崎大附属小6) 56
21 中島 64 安部

25 佐々野 美貴 (長･三城小5)
85 83

野田 帆乃佳 (大･舞鶴小6） 57
26 坂本 57 野田

26 坂本 陽菜 (宮･宮崎港小4)
85 83

仮屋 萌々子 (鹿･吉野東小6) 58
26 坂本 57 野田

27 吉村 果歩 (長･庵浦小6)
85 80

高橋 優花 (福･笹丘小6) 59
28 儀武 60 飯干

28 儀武 幸希 (沖･坂田小6)
81 85

飯干 明里 (熊･大江小6) 60
32 矢﨑 64 安部

29 白武 七海 (佐･若楠小6)
85 83

知名 真歩 (沖･北丘小5) 61
29 白武 62 前原

30 松﨑 あずみ (長･長崎大附属小6)
82 81

前原 舞乃 (宮･本郷小6) 62
32 矢﨑 64 安部

31 寺田 悠花 (福･長住小6)
81 80

岡﨑 亜美 (佐･西与賀小5) 63
32 矢﨑 64 安部

32 矢﨑 真衣 (鹿･伊敷台小6)
85 81

安部 有紗 (大･下郡小6） 64

●　シード順位 ●　補欠順位
1 坂本　はな 5 松尾　香音 1 江田 琴音

2 安部　有紗 6 矢﨑　真衣 2 空久保 果音

3 藤島　瑠華 3 親泊 沙綾

4 福井　綾乃 4 平田 侑希乃



【　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

女子ダブルス
1R 2R QF SF Ｆ SF QF 2R 1R

1
安部 有紗 (大･下郡小6）

1
安部

17
坂本 坂本 はな (福・笹丘小6）

17
藤島 瑠華 (大･判田小6） 藤島 寺田 寺田 悠花 (福･長住小6)

2
小湊 理沙 (鹿･立神小6) 81

1
安部

1
安部

17
坂本 81 宮本 帆海 (福･大野小5)

18
馬庭 優歩 (鹿･青葉小5) 藤島 藤島 寺田 八尋 あおい (福･筑紫東小5)

3
白武 七海 (佐･若楠小6)

3
白武 80 84 81

20
元山 西田 百花 (宮･大塚小6)

19
古賀 里奈 (佐･高木瀬小4) 古賀 大渡 引地 美結 (宮･宮崎大附属小6)

4
甲斐 未央 (宮･宮崎大附属小6)

86
1

安部
17

坂本 85 元山 果南 (鹿･西紫原小5)
20

新坂 なつき (宮･小松台小6) 藤島 寺田 大渡 菫 (鹿･西紫原小5)

5
丹野 千春 (大･荏隈小6)

6
朝長 84 82

22
今村 佐野 利奈 (大･荷揚町小5）

21
大原 七海 (大･判田小5) 村上 工藤 大神 塔子 (大･滝尾小6）

6
朝長 栞 (長･長与南小6) 84

8
新本

22
今村 81 今村 凪沙 (熊･託麻東小6)

22
村上 鈴 (長･高田小6) ｿﾚﾝ 工藤 工藤 理沙 (熊･大江小6)

7
寺田 愛実 (宮･大久保小6)

8
新本 81 84

23
市川 市川 真莉 (福･三苫小6)

23
坂本 陽菜 (宮･宮崎港小4) ｿﾚﾝ 大津 大津 あかり (福・美和台小5）

8
新本 樹奈 (沖･ 長嶺小6) 83

1
安部

27
野田 98(7) 栗山 侑子 (佐･外町小5)

24
ｿﾚﾝ ｸﾛｰﾘｰ (沖･北谷第二小5) 藤島 松尾 岡﨑 亜美 (佐･西与賀小5)

9
下地 奈緒 (沖･識名小6)

9
下地 82 82

26
衛藤 諸見謝 実里 (沖･北丘小5)

25
比嘉 恭伽 (沖･長田小4) 比嘉 佐藤 知名 真歩 (沖･北丘小5)

10
深川 智愛 (鹿･伊集院小6) 81

9
下地

27
野田 83 衛藤 佳奈 (福・星ヶ丘小6）

26
御領原 由貴 (鹿･伊集院小6) 比嘉 松尾 佐藤 珠詞 (福･二日市小6)

11
山本 みう (大･宗方小6）

11
山本 84 82

27
野田 野田 帆乃佳 (大･舞鶴小6）

27
佐藤 未侑 (大･明治北小6） 佐藤 松尾 松尾 香音 (大･朝日小5）

12
今村 知裕 (熊･松高小6) 82

16
儀武

27
野田 80 伊波 実花子 (沖･当山小5)

28
宮本 楓子 (熊･泉ヶ丘小6) 金城 松尾 仲里 明日栞 (沖･港川小6)

13
猪野 ひより (宮･潮見小6)

13
猪野 85 82

30
高橋 柳本 佳苗 (熊･北部東小6)

29
前原 舞乃 (宮･本郷小6) 前原 友枝 吉田 伽帆 (熊･築山小5)

14
親泊 沙綾 (沖･真地小6) 84

16
儀武

32
矢﨑 82 高橋 優花 (福･笹丘小6)

30
下地 香菜子 (沖･真地小6) 金城 仮屋 友枝 愛 (福･金山小5)

15
江田 琴音 (長･長与南小6)

16
儀武 82 81

32
矢﨑 福井 綾乃 (福・愛宕小6）

31
渡邉 まや (長･長与小5) 金城 仮屋 松本 妃那 (福･有田小5)

16
儀武 幸希 (沖･坂田小6) 80 82 矢﨑 真衣 (鹿･伊敷台小6)

32
金城 雛子 (沖･琉球大附小6) 仮屋 萌々子 (鹿･吉野東小6)

●　シード順位 ●　補欠順位

1
安部　有紗

1
宮本  帆海

藤島　瑠華 八尋  あおい

2
矢﨑　真衣

2
平田  侑希乃

３・４位決定 仮屋萌々子 高居  紗希

16
儀武 幸希 (沖･坂田小6)

16
儀武

3
栗山　侑子

金城 雛子 (沖･琉球大附小6) 金城 岡﨑　亜美

17
坂本 はな (福・笹丘小6） 86

4
寺田 悠花 (福･長住小6)
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