
14才以下男子シングルス 2019/1/14改正

(1) 各県協会の推薦 ２名以内 （全国：各地域２名）

(2)

(3) 前年のMUFGジュニア B-4 松岡　隼 眞田　将吾 本田　尚也 前田　優

(4) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 優  勝 富田　悠太

(5) 前年のMUFGジュニア B-8 富田　悠太 山本　夏生 中島　暁 服部　伶矢

(6) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 準優勝 坂本　怜

(7) 前年のMUFGジュニア B-16 増田　真吾 五十嵐　涼太 大岐　優斗 橋本　宇弘 坂本　健英 宿田　凛太郎 三城　貴雅 河野　隼也

(8) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-4 武藤　守生 本山　知苑

(9) 前年の全日本 Jr（U-14) 優  勝 逸﨑　獅王

(10) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-8 逸﨑　獅王 遊川　大和 五十嵐　涼太 間宮　友稀

(11) 前年の全日本 Jr（U-14) 準優勝 鈴木　琉斗

(12) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-16 秋本　将輝 浅田　紘輔 小夏　秀太 木村　一翔 若松　泰地 松岡　輝 神山　宏正 前田　透空

(13) 前年の全日本 Jr（U-14) B-4 内田　弘心 石橋　煌志

(14) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ 優勝 田畑　遼

(15) 前年の全日本 Jr（U-14) B-8 小川　楓成 黒田　渓太 高橋　光 神山　宏正

(16) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ B-8 松村　怜 義基　耀 駒田　瑛人 戸邉　悠真 鈴木　琉斗 山内　結月 山本　翔太郎 -

武藤　守生 宮里　琉星 浅田　紘輔 太田　周 松永　朔太郎 大賀　雄平 栄　圭吾

(18) 前年の毎日少年少女(U-15)  B-8 武藤　守生 宮里　琉星 浅田　紘輔 太田　周 松永　朔太郎 大賀　雄平 栄　圭吾 山口　永徒

(19) 前年の全国中学生大会 出場者 浅田　紘輔 松永　朔太郎

喜久川　楓 井上　温仁 永嶋　煌 太田　周 吉武　真輝 古川　蒼空 児島　龍太郎 8森西　晃太朗

8力武　朋也

(21) 前年の全日本 Jr（U-14) 出場者 （永嶋　煌） 喜久川　楓 太田　周 吉武　真輝 井上　温仁 古川　蒼空

(22) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ 出場者 太田　周 古川　蒼空 安藤 大和

(23) 前年の毎日少年少女(U-13)  B-8 太田　周 古川　蒼空 安藤　大和 中川　晶生伶 石井　貴哉 勘米良　羚 西　美晴 行森　敬也

(24) 本年の九州Jrｻ-ｷｯﾄ(U-14) B-4 

(25)

(26)

↓04/1/10Jr委員会承認後入替え

　　　　　　注) 　　 補欠は男女共各4名(2組)以内とする。 

2022 DUNLOP全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域大会選考基準該当者

 

種目番号及び該当項目 該　当　者　氏　名

強化委員会より推薦された者

(17) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 出場者

(20) 前年の九州ﾗﾝｷﾝｸﾞ(U-14) 保持者

選考委員会で決定した者(ﾜｲﾙﾄﾞｶ-ﾄﾞ扱い)

前年の全国小学生大会



14才以下女子シングルス 2019/1/14月改正

(1) 各県協会の推薦 ２名以内 （全国：各地域２名）

(2)

(3) 前年のMUFGジュニア B-4 石井　さやか クロスリー真優 齋藤　咲良 林　妃鞠

(4) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 優  勝 木下　晴結

(5) 前年のMUFGジュニア B-8 辻岡　史帆 木下　晴結 小野　陽菜 前田　璃緒

(6) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 準優勝 辻岡　史帆

(7) 前年のMUFGジュニア B-16 荒川　愛子 南　風音 津田　梨央 網田　永遠希 髙　絢果 五藤　玲奈 大脇　結衣 松田　鈴子

(8) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-4 成田　百那 林　妃鞠

(9) 前年の全日本 Jr（U-14) 優  勝 五藤　玲奈

(10) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-8 津田　梨央 上野　梨咲 里　菜央 西村　佳世

(11) 前年の全日本 Jr（U-14) 準優勝 上野　梨咲

(12) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ B-16 伊東　磨希 網田　永遠希 園部　八奏 朝倉　優奈 五藤　玲奈 木河　優 北原　結乃 水口　由貴

(13) 前年の全日本 Jr（U-14) B-4 山上　夏希 堀川　いち乃

(14) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ 優  勝 園部　八奏

(15) 前年の全日本 Jr（U-14) B-8 田﨑　菜々美 ディリマー雅 本田　彩衣 市岡　梓奈

(16) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ B-8 市岡　梓奈 早坂　来麗愛 堀口　藍未 布川　優 荒川　愛子 山本　晄 小坂　莉來 -

(17) 前年の中牟田杯ｼﾞｭﾆｱ 出場者 水口　由貴 木河　優 井手　葵 岸本　聖奈 笠原　亜美 工藤　里奈 井上　菜々未 安廣　有純

(18) 前年の毎日少年少女(U-15)  B-8 水口　由貴 木河　優 井手　葵 岸本　聖奈 笠原　亜美 工藤　里菜 井上　菜々未 安廣　有純

(19) 前年の全国中学生大会 出場者 水口　由貴 岸本　聖奈 井手　葵

井手　葵 山髙　心慎 渡久地　杜生 美山　くらら 斎藤　心乃 向　人心 木村　英梨加 岩中　暮里

(21) 前年の全日本 Jr（U-14) 出場者 井手　葵 山髙　心慎 渡久地　杜生 齋藤　心乃 宇都宮　早絵 向　人心

(22) 前年のRSKｼﾞｭﾆｱ 出場者 山髙　心慎 向　人心 餅原　理香子 堀口　藍未

(23) 前年の毎日少年少女(U-13)  B-8 山髙　心慎 向　人心 餅原　理香子 堀口　藍未 奥江　彩良 石橋　空 坪井　舞央 狩野　美結

(24) 本年の九州Jrｻ-ｷｯﾄ(U-14) B-4 

(25)

(26)

↓04/1/10Jr委員会承認後入替え

(15)

選考委員会で決定した者(ﾜｲﾙﾄﾞｶ-ﾄﾞ扱い)

(2)～(25)で選考し、ﾄﾞﾛ-数に満たない場合は、前年度本大会各県別の成績により、出場数を各県に割り当てる

　　　　　　注) 　　 補欠は男女共各4名(2組)以内とする。 

2022 DUNLOP全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域大会選考基準該当者
 

種目番号及び該当項目 該　当　者　氏　名

強化委員会より推薦された者

(20) 前年の九州ﾗﾝｷﾝｸﾞ(U-14) 保持者



12才以下男子シングルス 2004/11改正

(1) 各県協会の推薦 ２名以内 (全国:各地域  2名以内)

(2)

(3) 前年のRSKジュニア B-4 田畑　遼 松村　怜 義基　耀 駒田　瑛人

(4) 前年の全日本 Jr（U-12) 優勝 源　拓真

(5) 前年のRSKジュニア B-8 戸邉　悠真 鈴木　琉斗 山内　結月 山本　翔太郎

(6) 前年の全日本 Jr（U-12) B-4 香川　荘太 桜井　義浩 中本　莉空

(7) 前年の全日本 Jr（U-12) B-8 渡邉　栞太 奈良　恒輝 安藤　大貴 安生　竜輝

(8) 前年のRSKジュニア 出場者 太田　周 古川　蒼空 安藤 大和

(9) 前年の毎日少年少女(U-13)  B-8 太田　周 古川　蒼空 安藤　大和 中川　晶生伶 石井　貴哉 勘米良　羚 西　美晴 行森　敬也

(10) 前年の全日本 Jr（U-12) 出場者 木河　瞭 原島　侑作 木村　英偉太 諸隈　開 豊留　輝 久保　蓮生

(11) 前年の全国小学生大会  出場者 久保　蓮生 山口　芽輝 木村　英偉太 德永　陽紀 諸隈　開 濵田　隼 森保　光平 尾川　颯

道庭　来斗 金田　琉吾

木河　瞭 原島　侑作 木村　英偉太 諸隈　開 久保　蓮生 山口　芽輝 德永　陽紀 豊留　輝

(13) 前年の九州 Jr（U-12) B-8 木河　瞭 原島　侑作 木村　英偉太 諸隈　開 豊留　輝 久保　蓮生 中村　雅史 德永　陽紀

(14) 前年の九州小学生大会  優勝・準優勝 久保　蓮生 山口　芽輝

(15) 本年の九州Jrｻ-ｷｯﾄ(U-12) B-4 

(16)

(17)

選考委員会で決定した者(ﾜｲﾙﾄﾞｶ-ﾄﾞ扱い)

(2)～(15)で選考し、ﾄﾞﾛ-数に満たない場合は、前年度本大会各県別の成績により、出場数を各県に割り当てる

2022 DUNLOP全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域大会選考基準該当者

 

種目番号及び該当項目 該　当　者　氏　名

強化委員会より推薦された者

(12) 前年の九州ﾗﾝｷﾝｸﾞ(U-12)   保持者



12才以下女子シングルス 2004/11改正

(1) 各県協会の推薦 ２名以内 (全国:各地域  2名以内)

(2)

(3) 前年のRSKジュニア B-4 園部　八奏 市岡　梓奈 早坂　来麗愛 堀口　藍未

(4) 前年の全日本 Jr（U-12) 優勝 渡辺　葵依

(5) 前年のRSKジュニア B-8 布川　優 荒川　愛子 山本　晄 小坂　莉來

(6) 前年の全日本 Jr（U-12) B-4 伊藤　凜 石井　心菜 大場　莉子

(7) 前年の全日本 Jr（U-12) B-8 月岡　萌夏 森下　結有 服部　天寧 井出　璃々菜

(8) 前年のRSKジュニア 出場者 山髙　心慎 向　人心 餅原　理香子 堀口　藍未

(9) 前年の毎日少年少女(U-13)  B-8 山髙　心慎 向　人心 餅原　理香子 堀口　藍未 奥江　彩良 石橋　空 坪井　舞央 狩野　美結

(10) 前年の全日本 Jr（U-12) 出場者 田嶋　愛由奈 武藤　茉里 松永　凛 西村　遙花 小﨑　麻衣 田代　祐唯

(11) 前年の全国小学生大会  出場者 田嶋　愛由奈 松永　凜 小﨑　麻衣 狩野　美結 武藤　茉里 西村　遙花

田嶋　愛由奈 武藤　茉里 小﨑　麻衣 松永　凛 西村　遙花 狩野　美結 朝日　心彩 8比嘉　桜実

8笹木　舞

(13) 前年の九州 Jr（U-12) B-8 田嶋 愛由奈 武藤　茉里 松永　凛 西村　遙花 小﨑　麻衣 田代　祐唯 狩野　美結 笹木　舞

(14) 前年の九州小学生大会  優勝・準優勝 田嶋　愛由奈 松永　凛

(15) 本年の九州Jrｻ-ｷｯﾄ(U-12) B-4 

(16)

(17)

選考委員会で決定した者(ﾜｲﾙﾄﾞｶ-ﾄﾞ扱い)

(2)～(15)で選考し、ﾄﾞﾛ-数に満たない場合は、前年度本大会各県別の成績により、出場数を各県に割り当てる

2022 DUNLOP全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域大会選考基準該当者
 

種目番号及び該当項目 該　当　者　氏　名

強化委員会より推薦された者

(12) 前年の九州ﾗﾝｷﾝｸﾞ(U-12)   保持者


