
1 平山 寛汰 海星高校 太田 周 長崎ＴＬＤ 森保 光平 長崎ＴＬＤ 吉川 蒼祐 南島原ジュニア
2 渡邉 陽太 海星高校 児島 龍太郎 ＴＥＡＭ　Ｆ 松隈 凜太郎 西北小学校 朝井 逞人 佐世保ＬＴＣ

今里 航大 海星高校 本村 凌雅 南島原ジュニア 久原 圭人 長崎ＴＬＤ 松尾 琢也 MC.FORD
山口 琢磨 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 大坪 勇翔 風Jr 古市　蒼空 長崎ＴＬＤ 古賀　旬　　 南島原ジュニア
頼田 乙誠 鎮西学院高校 今里 泰地 戸町中学校 元山 聡介 西北小学校 白石 煌明 南島原ジュニア
泉　　界瑛 海星高校 中川 晶生伶 海星中学校 吉田 未杜 チームT4 小峰 秀也 土井首小学校
榮　　健介 ＳＮＴＣ 森 颯也 佐世保ＬＴＣ 金子 淳之介 佐世保ＬＴＣ
正林  祐人 海星高校 近藤 健司 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 上河 浩太 MC.FORD
竹内  陸 長崎日大高校 白石 祐樹 海星中学校 山田 大河 佐世保ＬＴＣ
坂口　吉貴 海星高校 古賀 圭 南島原ジュニア 立花 蔵之介 長崎ＴＬＤ
児玉 滉太 ＳＮＴＣ 大塚 修太朗 海星中学校 牧 定利 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
橋爪 大河 ＴＥＡＭ　Ｆ 緒方 一馬 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 中原 幹太 高田小学校
末木 青葉 長崎ＴＬＤ 松尾 環太 MC.FORD 中村 吉助 海星ジュニア
中村 慧伍 海星高校 林田 稜真 ＳＮＴＣ 中原 惟人 風Jr
高口 温 長崎ＴＬＤ 竹内 陽彩 長崎ＴＬＤ 海﨑 浩平 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
小田 晃生 長崎北陽台高校 末永 一哲 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 平山 宏太 風Jr

1 福田 紗月 ＴＥＡＭ　Ｆ 山髙 心慎 佐世保ＬＴＣ 籐　　らら ＬＴＣ対馬 平田 楓 ＴＥＡＭ　Ｆ
2 森山 和夏 プリンス 芳野 里帆 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 宮田 夢子 風Ｊｒ 稲津 陽向 ＴＥＡＭ　Ｆ

兒島 未純 ＴＥＡＭ　Ｆ 船戸 蘭心 南島原ジュニア 兒島 加純 ＴＥＡＭ　Ｆ 竹内 乙華 長崎ＴＬＤ
小田 凛花 SNTC 草野 真帆 南島原ジュニア 朝井 つぐみ 佐世保ＬＴＣ 古川 鈴奈 ＴＥＡＭ　Ｆ

髙見 葵 長大附属中学校 山髙 心豊 佐世保ＬＴＣ
竹内 碧彩 長崎ＴＬＤ 畑島 百 ＬＴＣ対馬
本川 澄 桜ヶ原中学校 喜々津 ゆあ 風Ｊｒ
中村 奈央 長大附属中学校 稲津 沙風 ＴＥＡＭ　Ｆ
立花 鈴香 長崎ＴＬＤ
中島 きらら ＡＣＴながさき
松山 絢香　 南島原ジュニア
江口 星花 長崎ＴＬＤ
高林 羽美 ＡＣＴながさき
平片 亜呼 海星中学校
東 ひかる 風Jr
今里 遥香 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ

1 平山 寛汰 海星高校 渡邉 陽太 海星高校 中川 晶生伶 海星中学校 太田 周 長崎ＴＬＤ 久原 圭人 長崎ＴＬＤ 森保 光平 長崎ＴＬＤ
2 今里 航大 海星高校 泉　　界瑛 海星高校 本村 凌雅 南島原ジュニア 大坪 勇翔 風Ｊｒ 松隈 凜太郎 西北小学校 元山 聡介 西北小学校

正林  祐人 海星高校 山口 琢磨 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 森 颯也 佐世保ＬＴＣ 古賀 圭 南島原ジュニア 古市　蒼空 長崎ＴＬＤ 立花 蔵之介 長崎ＴＬＤ
末木 青葉 長崎ＴＬＤ 竹内  陸 長崎日大高校 白石 祐樹 海星中学校 大塚 修太朗 海星中学校 立花 蔵之介 長崎ＴＬＤ 吉田 未杜 チームT4
川原 俊哉 ＴＥＡＭ　Ｆ 榮　　健介 ＳＮＴＣ 近藤 健司 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 田中 佑樹 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
坂口　吉貴 海星高校 坂口 吉次 海星高校 末永 一哲 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 緒方 一馬 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
中村 慧伍 海星高校 吉田 響 海星高校 副島 悠希 長大附属中学校 竹内 陽彩 長崎ＴＬＤ
川口 輝 ＡＣＴながさき 中尾 航大 ＡＣＴながさき 松尾 環太 MC.FORD 上松　侑史 青雲中学校

1 兒島 未純 ＴＥＡＭ　Ｆ 福田 紗月 ＴＥＡＭ　Ｆ 山髙 心慎 佐世保ＬＴＣ 船戸 蘭心 南島原ジュニア 籐　　らら ＬＴＣ対馬 畑島 百 ＬＴＣ対馬
2 小田 凛花 SNTC 森山 和夏 プリンス 芳野 里帆 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 草野 真帆 布津中学校 宮田 夢子 風Ｊｒ 喜々津 ゆあ 風Ｊｒ

髙見 葵 長大附属中学校 中村 奈央 長大附属中学校
江口 星花 長崎ＴＬＤ 竹内 碧彩 長崎ＴＬＤ
高林 羽美 ＡＣＴながさき 中島 きらら ＡＣＴながさき
本川 澄 桜ヶ原中学校 北島 咲良 郡中学校
立花 鈴香 長崎ＴＬＤ 山田 清葉 ＴＥＡＭ　Ｆ
平片 亜呼 海星中学校 大岡 梨乃 長大附属中学校

第48回九州ジュニアテニス選手権　長崎県予選シード順位

9～12

１６歳以下(15名)

１４歳以下(53名)

○シードの設定について
　長崎市テニス協会ジュニアテニス大会ドロー作成基準を元
に設定する。

○シードの配置について
　JTAの手法に準じることとするが、配置するﾄﾞﾛｰﾗｲﾝは一般
的な配置を採用し、JTA独自の配置は採用していない。
例えば、16ﾄﾞﾛｰの場合、第3ｼｰﾄﾞと第4ｼｰﾄﾞはﾗｲﾝ8またはﾗｲﾝ
9に配置することとし(JTAではﾗｲﾝ5またはﾗｲﾝ12)、その位置
（ﾗｲﾝ8またはﾗｲﾝ9）は抽選とする。
以下のｼｰﾄﾞも、同様とする。

　　種目
順位

１２歳以下(35名) １０歳以下(17名)

3～4

　　種目
順位

3～4

　　種目
順位

3～4

１６歳以下(49名)

１６歳以下(20組)

男子シングルス

3～4

5～8

5～8

5～8

１２歳以下(7組)

9～12

13～16

男子ダブルス
１４歳以下(21組) １２歳以下(15組)

5～8

　　種目
順位

13～16

１４歳以下(41名) １２歳以下(20名) １０歳以下(19名)
女子シングルス

１６歳以下(6組) １４歳以下(17組)
女子ダブルス


