
1 本村 凌雅 南島原ジュニア 太田 周 長崎ＴＬＤ 𠮷田 未杜 チームT4 川野　真弘 ＡＣＴジュニア
2 大坪 勇翔 風Jr 中川 晶生伶 海星中学校 古市　蒼空 長崎ＴＬＤ 村元　弥仁 ＡＣＴジュニア

今里 泰地 戸町中学校 森保 光平 長崎ＴＬＤ 吉川 蒼祐 南島原ジュニア 江見　柊真 MC.FORD
山口 琢磨 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 森 颯也 佐世保ＬＴＣ 山田 大河 佐世保ＬＴＣ 柴田　瑛右 長崎ＴＬＤ
南　　伊織 海星高校 緒方 一馬 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 上河 浩太 MC.FORD
坂口　吉貴 海星高校 久原 圭人 長崎ＴＬＤ 立花 蔵之介 長崎ＴＬＤ
白石 祐樹 海星中学校 古賀 　圭 南島原ジュニア 朝井 逞人 佐世保ＬＴＣ
田中　蓮人 海星高校 金子 淳之介 佐世保ＬＴＣ 中村 吉助 海星ジュニア
吉田　　響 海星高校 元山 聡介 長崎東中学校 海﨑 浩平 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
栄　　健介 敬徳高 前田　悠貴 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 古賀　旬　　 南島原ジュニア
坂口　吉次 海星高校 林田 稜真 ＳＮＴＣ 平山 宏太 風Jr
大塚 修太朗 海星中学校 平野　晟凪 ＴＥＡＭ　Ｆ 本山　大宝 佐世保ＬＴＣ
近藤 健司 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 森　　登志樹 ＴＥＡＭ　Ｆ 西　　陸人 海星ジュニア
中尾　航太 ＡＣＴジュニア 中村　唯人 MC.FORD 川上　晴生 長大附属小学校
竹内 陽彩 長崎ＴＬＤ 中原 惟人 風Jr 野副　大光 ＡＣＴジュニア
徳本　哲春 海星中学校 舟越　　蓮 MC.FORD 松尾 琢也 MC.FORD

1 芳野 里帆 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 山髙 心慎 佐世保ＬＴＣ 山髙 心豊 佐世保ＬＴＣ 小川　雛愛 佐世保ＬＴＣ
2 草野 真帆 南島原ジュニア 船戸 蘭心 南島原ジュニア 児島 加純 ＴＥＡＭ　Ｆ 井戸　美月 佐世保ＬＴＣ

中村 奈央 長大附属中学校 矢田　　陽 風Ｊｒ 朝井 つぐみ 佐世保ＬＴＣ 川野　亜紀 ＴＥＡＭ　Ｆ
髙見 　葵 長大附属中学校 竹内 碧彩 長崎ＴＬＤ 平野　志歩 スマイル香焼 坂西　明日香 ＴＥＡＭ　Ｆ
松山 絢香　 南島原ジュニア 籐　　らら ＬＴＣ対馬 竹内 乙華 長崎ＴＬＤ
中島 きらら ＡＣＴジュニア 宮田 夢子 風Ｊｒ 藤島　ことみ ＬＴＣ対馬
本川 澄 桜ヶ原中学校 立花 鈴香 長崎ＴＬＤ 平田 楓 ＴＥＡＭ　Ｆ
宮田　吏子 風Jr 江口 星花 長崎ＴＬＤ 長谷津　心蕗 南島原ジュニア
平片 亜呼 海星中学校
高林 羽美 ＡＣＴジュニア
今里 遥香 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
大岡 梨乃 長大附属中学校
竹内　　伶 長大附属中学校
荒木　七奈 海星中学校
竹田　涼菜 MC.FORD
塚脇　小春 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ

1 本村 凌雅 南島原ジュニア 大坪 勇翔 風Jr 中川 晶生伶 海星中学校 太田 周 長崎ＴＬＤ 𠮷田 未杜 チームT4 吉川 蒼祐 南島原ジュニア
2 南　　伊織 海星高校 坂口　吉貴 海星高校 久原 圭人 長崎ＴＬＤ 森保 光平 長崎ＴＬＤ 古市　蒼空 長崎ＴＬＤ 立花 蔵之介 長崎ＴＬＤ

川原　俊哉 ＴＥＡＭ　Ｆ 今里 泰地 戸町中学校 森 颯也 佐世保ＬＴＣ 古賀 圭 南島原ジュニア 海﨑 浩平 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 上河 浩太 MC.FORD
大塚 修太朗 海星中学校 白石 祐樹 海星中学校 實籐　壮志 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 緒方 一馬 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 古賀　旬　　 南島原ジュニア 朝井 逞人 佐世保ＬＴＣ
山口 琢磨 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 田中　佑樹 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 林田　優俄 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 金子 淳之介 佐世保ＬＴＣ
田中　蓮人 海星高校 坂口　吉次 海星高校 森　　登志樹 ＴＥＡＭ　Ｆ 平野　晟凪 ＴＥＡＭ　Ｆ
近藤 健司 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 竹内 陽彩 長崎ＴＬＤ 元山 聡介 長崎東中学校 中原　幹太 高田中学校
吉田　　響 海星高校 古賀　陽翔 海星高校 船越　　蓮 MC.FORD 中村　唯人 MC.FORD

1 草野 真帆 南島原ジュニア 芳野 里帆 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 山髙 心慎 佐世保ＬＴＣ 船戸 蘭心 南島原ジュニア 朝井 つぐみ 佐世保ＬＴＣ 山髙 心豊 佐世保ＬＴＣ
2 中村 奈央 長大附属中学校 髙見  葵 長大附属中学校 矢田　　陽 風Ｊｒ 宮田 夢子 風Ｊｒ 児島 加純 ＴＥＡＭ　Ｆ 平野　志歩 スマイル香焼

宮田　吏子 風Jr 松山 絢香　 南島原ジュニア 江口 星花 長崎ＴＬＤ 竹内 碧彩 長崎ＴＬＤ 稲津　陽向 ＴＥＡＭ　Ｆ 平田 楓 ＴＥＡＭ　Ｆ
高林 羽美 ＡＣＴジュニア 中島 きらら ＡＣＴジュニア 森　　咲百合 ＴＥＡＭ　Ｆ 立花 鈴香 長崎ＴＬＤ 竹内 乙華 長崎ＴＬＤ 渡部　梨央 長崎ＴＬＤ
本川 澄 桜ヶ原中学校 北島 咲良 郡中学校 喜々津　ゆあ 風Jr 上河　果林 MC.FORD
大岡 梨乃 長大附属中学校 平片 亜呼 海星中学校 山田 清葉 ＴＥＡＭ　Ｆ 稲津　沙風 ＴＥＡＭ　Ｆ
竹内　　伶 ＴＥＡＭ　Ｆ 坂西　咲耶香 ＴＥＡＭ　Ｆ 小島　桜子 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ 中村　咲結 長崎Ｊ-ＳｔａｒＴＣ
竹田　涼菜 MC.FORD 浦　　菜々子 MC.FORD 宮崎　彩姫 海星中学校 日髙　葵衣 海星中学校

13～16

１４歳以下(29名) １２歳以下(27名) １０歳以下(13名)
女子シングルス

１６歳以下(17組) １４歳以下(17組)
女子ダブルス

5～8

5～8

１２歳以下(10組)

9～12

13～16

男子ダブルス
１４歳以下(17組) １２歳以下(12組)

5～8
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3～4

１６歳以下(46名)

１６歳以下(20組)

男子シングルス

3～4

5～8

第49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(33名)

１４歳以下(36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。
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１２歳以下(37名) １０歳以下(16名)


