
三位決定戦

16

(蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

4 8

岩田 斡 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 山﨑 淳人 (不知火ｼﾞｭﾆｱ)

(SBC)

3 7

興梠 夢次郎 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ) 亀山 優斗 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

10 12

宮尾理玖 (SBC) 田中 蒼空

2 6

山下 太一朗 (KTｼﾞｭﾆｱ) 甲斐 琥太郎 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

13 14

末富 大翔 (植柳ｼﾞｭﾆｱ) 15 山口隼瑠

1 5

松原和葵 (SBC) 満田 悠斗 (KTｼﾞｭﾆｱ)

9 11

中村 馨 (山江Jr.) 岸野 正和 (麦島ｼﾞｭﾆｱ)

4年以下男子シングルス

赤坂 侑輝 (不知火ｼﾞｭﾆｱ) 秋吉 蒼佑 (代陽Jr)



三位決定戦

57

(太田郷30)

蒲生 梨心 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 41

33 堀口 日茉莉 (植柳ｼﾞｭﾆｱ)

前田 萌衣 (植柳ｼﾞｭﾆｱ)

(ﾌｧｰｽﾄ)

山村 杏莉 (山江Jr.) 24

12 東 心春 (八千把)

竹下沙衣 (SBC) 49

45 本田 愛弥 (汐風光)

竹下 音花 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 25

13 庄村 流菜

(八千把)

谷岡 里音 (八千把) 53

51 神野 喜来麗 (IBC)

橋本 彩希 (汐風光) 23

11 山崎 瑠莉 (宮地Jr)

谷岡 美空 (太田郷30) 40

32 堀部 史織

(代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

竹本 愛緒 (汐風光) 21

9 善本 恵衣 (太田郷30)

稲田 唯花 (宮地Jr) 39

31 橋本 明奈 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

四月一日 柚香 (太田郷30) 22

10 堀川 瑞喜

(KTｼﾞｭﾆｱ)

藤山 こはな (ﾌｧｰｽﾄ) 38

30 秋吉 結莉 (代陽Jr)

濱 奈葉 (八代ｼﾞｭﾆｱ) 20

8 本田 紗妃 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

春山 柚貴 (KTｼﾞｭﾆｱ) 48

44 牧野 鈴

松藤 美波 (太田郷30) 19

29 新村 灯理 (山江Jr.)

村上 柚巴 (八千把) 37

7 田中 もも (植柳ｼﾞｭﾆｱ)

白石 七楓 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 54 55

56 岡村 明奈

黒澤 茉子 (汐風光) 36

5 新立ゆあ (SBC)

内田 桜雪 (宮地Jr) 18

43 宮本 寛菜 (宮地Jr)

甲斐 柚愛 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ) 47

6 塚本 野愛 (汐風光)

松下 心春 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 16

50 沖田 美桜 (太田郷30)

村﨑 朱里 (不知火ｼﾞｭﾆｱ) 52

4 佐々川 奈桜 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

岡田 椿葵 (千丁Jr) 17

28 山下 夏羽 (KTｼﾞｭﾆｱ)

恒松 優月 (八千把) 46

2 下村 心乃 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

稲田 千尋 (宮地Jr) 15

27 上村 咲月 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

福嶌 清花 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 35

3 佐藤 百香 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

4年以下女子シングルス

林 咲希 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

26 西前 菜々美 (不知火ｼﾞｭﾆｱ)

満田 悠月 (KTｼﾞｭﾆｱ) 34

1 財津 理愛 (宮地Jr)

白石 陽菜乃 (植柳ｼﾞｭﾆｱ) 14

42 谷岡 利音 (八千把)



坂本 一真 (八代ｼﾞｭﾆｱ)
三位決定戦

23

3 山崎 莉生 (宮地Jr)

江上 結 (八千把) 7

11 梅下 司 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

森下 善吏 (宮地Jr) 15

2 山本 庵司 (千丁Jr)

杉本 紅葉 (千丁Jr) 6

17 岩本 旺祐 (汐風光)

梅津 淳平 (汐風光) 19

(宮地Jr)

神野 尊良 (IBC) 20 21

10 22 福田航大 (麦島BC)

西村 武蔵 (八代ｼﾞｭﾆｱ) 14

信國 瑛音 (水上ｼﾞｭﾆｱ)

古嶋 蓮 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 5

9 西 菜七丸 (千丁Jr)

中井 悠聖 (汐風光) 13

志戸 煌人

山野 翼 (KTｼﾞｭﾆｱ)

上村 弘樹 (千丁Jr) 4

1 下村 真弘 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

上野富生 (麦島BC) 16 18

丸塚 浩真 (八代ｼﾞｭﾆｱ) 12

8

5年男子シングルス

森田 理孔 (水曜ｸﾗﾌﾞ)



51

(汐風光) 19

27 元田 真奈美 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

橋本 成桜 (ﾌｧｰｽﾄ) 35

牧川 実愛 (KTｼﾞｭﾆｱ)
三位決定戦

(八千把) 34

8 松島 由奈 (千丁Jr)

山野 郁 (宇土jr) 18

39 八尾 桃花 (八千把)

下川 真結香 (千丁Jr) 43

9 安田 愛菜 (宇土jr)

武原 詢花

(蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ) 33

25 鷲尾 俐弥 (不知火ｼﾞｭﾆｱ)

上村 優芽 (宇土jr)

45 47 小田 ことの (文政BC)

木本 静蘭 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 17

26 守田 埜々花 (嘉島Jr)

堀川 千咲喜

(太田郷30) 15

6 園川 あんじ (八千把)

宮岡 美羽 (八千把) 42

38 杉島 奏菜 (汐風光)

樋口 菜々子 (千丁Jr) 16

7 原田 妃菜 (宇土jr)

中村 楓杏

31

23 森田 彩愛 (植柳ｼﾞｭﾆｱ)

笹野 沙羅 (宇土jr) 48 49

50 射場 杏奈 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

黒山 愛羽 (八代ｼﾞｭﾆｱ) 32

24 岩本 望愛 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

山田 絢楓

13

4 岸野 桜子 (麦島ｼﾞｭﾆｱ)

朝川 莉緒奈 (千丁Jr) 41

37 西村 瑠華 (八千把)

中村 優衣 (八千把) 14

5 建脇 彩良 (宇土jr)

溜渕 百恵 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

12

3 46 上野 心結 (千丁Jr)

工藤 捺姫 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ) 44

本嶋 美音 (千丁Jr)

野村 莉央奈 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 30

22 井上 莉茉 (八千把)

稲田 みのり (汐風光)

40

36 西本 愛菜 (宇土jr)

宮崎 莉名 (文政BC) 11

2 中田 結月 (太田郷30)

西浦 奈菜 (宇土jr) 29

21 村仲 未来 (八千把)

尾崎 桃華 (八千把)

5年女子シングルス

遠山 響 (宮地Jr)

中村 李々華 (宮地Jr) 28

20 甲斐 璃望 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

柴原 望緒 (八千把) 10

1 平田 蘭 (文政BC)

高野 優莉 (太田郷30)



27

(八千把) 11

15 西川 凪音 (水上ｼﾞｭﾆｱ)

岩本 琥大 (植柳ｼﾞｭﾆｱ) 19

緒方颯 (SBC)
三位決定戦

(汐風光) 18

4 平田 陽大 (八千把)

平野 達己 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 10

21 本村 乙喜 (千丁Jr)

植里 夏己 (千丁Jr) 23

5 松村 遼弥 (麦島ｼﾞｭﾆｱ)

渕川 裕生

8

3 山下 晃希 (山江Jr.)

興梠 恋 (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ) 24 25

26 橋本 皐誠 (ﾌｧｰｽﾄ)

小林 冬雅 (麦島ｼﾞｭﾆｱ) 9

14 興梠 楓茉 (代陽Jr)

橋本 凌太朗

22

20 中村 優弥 (八千把)

杉本 天河 (千丁Jr) 7

2 松島 昊士 (千丁Jr)

川俣 真人 (水上ｼﾞｭﾆｱ) 17

13 松下 翔春 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

平居 碧人 (嘉島Jr)

6年男子シングルス

岩崎 皓生 (IBC)

三井 匠 (不知火ｼﾞｭﾆｱ) 16

12 諸岡 遼 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

本田 真聖 (八千把) 6

1 竹島 芯太郎 (文政BC)

濱田 大雅 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)



三位決定戦

62

15 46

橋本杏 (SBC) 松浦 綾花 (植柳ｼﾞｭﾆｱ)

50 29

端場 彩乃 (千丁Jr) 小幡 めい (嘉島Jr)

14 54

萩本 椎奈 (文政BC) 遠山 玲朱 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

38 30

安田 ひばり (水曜ｸﾗﾌﾞ) 髙野 心暖 (宮地Jr)

12 58

賀久 穂香 (八千把) 小田 花凛 (千丁Jr)

37 28

小野 菜々美 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 蒲生 芽衣 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

13 45

奥野 にこあ (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 橋本 知海 (八千把)

36 26

柴原 愛心 (八千把) 橋口 詩 (宮地Jr)

11 44

大瀬 莉央 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 堺 心陽 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

56 27

田本 佑來 (宮地Jr) 杉本 華音 (千丁Jr)

9 43

平松 愛菜 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 井手上 千紘 (八千把)

49 25

鬼塚 沙希 (宮地Jr) 簑原 実結 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

10 53

清永 愛未 (氷川ｼﾞｭﾆｱ) 丸塚 結叶 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

23

北野 雫月 (八代ｼﾞｭﾆｱ) 59 山口聖夏 (SBC)

8 61 60

矢鉾 璃子 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 四宮 風佳 (氷川ｼﾞｭﾆｱ)

35 24

清水 亜美 (千丁Jr) 一地結羽 (SBC)

6 52

栁田 実咲 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 佐々木 陽乃 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

34 22

八役 結愛 (八千把) 宮本 夏希 (宮地Jr)

7 42

野口 万櫻 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 牧野 もも (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

33 20

田添 結愛 (文政BC) 平田 凜 (文政BC)

5 41

橋本 愛理 (不知火ｼﾞｭﾆｱ) 松岡 穂香 (千丁Jr)

48 21

上田 和愛 (水曜ｸﾗﾌﾞ) 新村 真理 (山江Jr.)

3 40

堀 美結 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 浅田 蒼 (宮地Jr)

55 19

中川 海央 (植柳ｼﾞｭﾆｱ) 吉川 徠未 (不知火ｼﾞｭﾆｱ)

4 57

竹下香緒 (SBC) 平田 陽音 (八千把)

47 17

宮﨑 菜奈 (宮地Jr) 森 瑚々音 (いずかしﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

2 51

西 柊香 (水上ｼﾞｭﾆｱ) 清水 美和 (千丁Jr)

32 18

牛島 天音 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ) 西山 結愛 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

6年女子シングルス

髙植 あやか (八代ｼﾞｭﾆｱ) 濱 柚葉 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

31 16

星永 直央 (千丁Jr) 岩本 涼花 (代陽っ子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ)

1 39

畑野 麻鈴 (八千把) 恒松 茜音 (八千把)



赤坂 侑輝

山﨑 淳人

山下 太一朗

満田 悠斗

4年以下男子ダブルス

(不知火ｼﾞｭﾆｱ)

1

(KTｼﾞｭﾆｱ)



白石 七楓

前田 萌衣 上村 咲月

堀口 日茉莉 村上 柚巴

内田 桜雪 恒松 優月

稲田 千尋 宮本 寛菜

佐々川 奈桜 稲田 唯花

橋本 明奈 甲斐 柚愛

岡村 明奈 本田 紗妃

山下 夏羽 谷岡 利音

堀川 瑞喜 谷岡 里音

東 心春 村﨑 朱里

西前 菜々美

11

(蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

(KTｼﾞｭﾆｱ) 3

5 (八千把)

(八千把) 7

(不知火ｼﾞｭﾆｱ)
三位決定戦

(水曜ｸﾗﾌﾞ) 8 9

10

4年以下女子ダブルス

(水曜ｸﾗﾌﾞ)

(植柳ｼﾞｭﾆｱ) 6

4 (八千把)

(宮地Jr) 2

1 (宮地Jr)



森下 善吏

志戸 煌人 森田 理孔

西村 武蔵 岩田 斡

下村 真弘 丸塚 浩真

福田航大 坂本 一真

上野富生

三位決定戦

5

(八代ｼﾞｭﾆｱ) 2 3

1 4 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

(麦島BC)

5年男子ダブルス

(宮地Jr)

(水曜ｸﾗﾌﾞ)



中村 李々華 野村 莉央奈

遠山 響 木本 静蘭

建脇 彩良 井上 莉茉

山野 郁 八尾 桃花

堀川 千咲喜 原田 妃菜

園川 あんじ 安田 愛菜

西浦 奈菜 尾崎 桃華

西本 愛菜 村仲 未来

中村 優衣 甲斐 璃望

柴原 望緒 中村 楓杏

宮岡 美羽 笹野 沙羅

西村 瑠華 上村 優芽

三位決定戦

12

(八千把) (蘇陽Jrｸﾗﾌﾞ)

6 8

(八千把) (宇土jr)

(宇土jr) 11 (八千把)

2 4

5 7

(宇土jr) (八千把)

1 3

(八千把) (宇土jr)

9 10

5年女子ダブルス

(宮地Jr) (水曜ｸﾗﾌﾞ)



岩本 琥大 川俣 真人

末富 大翔 西川 凪音

渕川 裕生 平田 陽大

江上 結 中村 優弥

三位決定戦

4

1 2

(八千把) 3 (八千把)

6年男子ダブルス

(植柳ｼﾞｭﾆｱ) (水上ｼﾞｭﾆｱ)



橋本杏

山口聖夏 竹下香緒

恒松 茜音 一地結羽

畑野 麻鈴 柴原 愛心

橋口 詩 賀久 穂香

髙野 心暖 西山 結愛

中川 海央 上田 和愛

森田 彩愛 浅田 蒼

吉川 徠未 宮本 夏希

橋本 愛理 四宮 風佳

田本 佑來 清永 愛未

鬼塚 沙希 八役 結愛

平田 陽音 橋本 知海

井手上 千紘 簑原 実結

北野 雫月 安田 ひばり

林 咲希 髙植 あやか

大瀬 莉央 濱 柚葉

射場 杏奈

三位決定戦

17

(八代ｼﾞｭﾆｱ) 9

5 (八代ｼﾞｭﾆｱ)

(水曜ｸﾗﾌﾞ)

(八千把) 13

11 (水曜ｸﾗﾌﾞ)

3 (宮地Jr)

(不知火ｼﾞｭﾆｱ) 14 15

16 (氷川ｼﾞｭﾆｱ)

(宮地Jr) 8

4 (八千把)

(八千把) 6

1 (八千把)

(宮地Jr) 10 12

(水曜ｸﾗﾌﾞ)

(植柳ｼﾞｭﾆｱ) 7

6年女子ダブルス

(SBC)

2 (SBC)


