
【１６才男子シングルス予選】（１/２） ６ゲーム先取デュース有り
日程・受付終了　1R：令和２年１０月１８日(日）　１０時 本戦1R～：１０月２５日（日）　９時
　　　　　　　　　　　２R～：令和２年１０月１８日(日）　１１時

1R 2R 3R F 1R 2R 3R F

33 揚野 誠也 (MJTC) 66 瀧川  陽羽人 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

32 内宮 廉人 (楠隼中) 65 白川 航大 (楠隼中)

31 鈴原  　虹 (城西中) 64 金森 朔也 (ラ・サール中)

30 宮尾 恒輝 (ラ・サール中) 63 福本　愛翔 (伊敷台中)

29 石橋 斗真 (出水中) 62 安田 優大 (ラ・サール中)

本選へ

28 重松 遙樹 (ラ・サール中) 本選へ 61 東    太陽 (MJTC)

59 藤本 悠良 (ラ・サール中)

27 阿部 真大 (ラ・サール中) 60 山本 紘輝 (城西中)

25 本坊 匡崇 (志學館中等部) 58 田中 理一郎 (城西中)

26 大堀 聡史 (Team EAST.R)

24 南保　  慧 (ラ・サール中) 57 飯牟禮 涼佑 (出水中)

23 石原 悠宇 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 56 田中 琉生 (ｱﾘﾑﾗTA)

22 松田 樹宜 (Teamくろまめ) 55 今徳 玲央 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

21 樋口 大翔 (ラ・サール中) 54 枦    夏輝 (楠隼中)

20 花田 智裕 (西紫原中) 53 森山 聡介 (MJTC)

19 日高 天斗 (城西中) 52 松村 佳典 (ラ・サール中)

(ラ・サール中)

18 歌枕 祐斗 (伊敷台中) 51 最上 雄介 (エメラルドジュニア)

49 大迫　雄介 (Tennis.inc)
本選へ

17 松宮 琉太 (楠隼中) 本選へ 50 藤原 馳琉

15 二ッ森 秋寿 (ラ・サール中) 48 樋口 雄太 (城西中)

16 森山    士 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

14 松永 英誉 (鹿大附属中) 47 野口 遙都 (出水中)

13 木村 快煌 (ラ・サール中) 46 鳥飼 祥太朗 (ラ・サール中)

12 笹川 祐輝 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 45 小川 煌獅 (ERG)

11 黒木 琉矢 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 44 田中 健誠 (ERG)

10 清原 冬弥 (Tennis.inc) 43 山田 慈英 (楠隼中)

9 川畑    悠 (MJTC) 42 九反 大輝 (城西中)

8 髙木 啓陽 (ラ・サール中) 41 竹之下 好貴 (ラ・サール中)

(ラ・サール中) 本選へ

7 福谷 空飛 (Team EAST.R) 40 小屋敷 和 (伊敷台中)

6 蒲浦 隼人 (城西中) 本選へ 39 佐伯 拓真

5 平原 天心 (楠隼中) 38 山下 修平 (ラ・サール中)

4 岩元 智聡 (ラ・サール中) 37 田畑 武冴士 (楠隼中)

3 後藤 結太 (ラ・サール中) 36 山田 慶翔 (出水中)

2 比嘉 大翔 (楠隼中) 35 大林 叡思 (ラ・サール中)

1 bye 34 高山 翔夢 (テンポイント)



【１６才男子シングルス予選】（２/２） ６ゲーム先取デュース有り
日程・受付終了　1R：令和２年１０月１８日(日）　１０時 本戦1R～：１０月２５日（日）　９時
　　　　　　　　　　　２R～：令和２年１０月１８日(日）　１１時

1R 2R 3R F

87 山内 啓輔 (西紫原中)

88 野下 慶一郎 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

85 本田 雅宗 (楠隼中)

86 近藤 至恩 (ラ・サール中)

83 若松 宏輝 (ERG) 本選へ

84 塚本 郁海 (城西中)

81 伊藤 悠樹 (ラ・サール中)

82 野邉 暁勝 (城西中)

79 伊藤 大朗 (ラ・サール中)

80 徳留 遼太郎 (Tennis.inc)

77 鳥丸 蒼斗 (鹿屋SST)

78 角ノ上 玲 (SPC)

75 鮫島 竜介 (MJTC)

76 寺師 大輝 (鹿大附属中)

本選へ

73 外園 大陽 (出水中)

74 佐藤 優宇 (ラ・サール中)

71 鳥　  晴斗 (ラ・サール中)

72 今徳 政希 (伊敷台中)

69 橋口　  湧 (ラ・サール中)

70 寺原 壮太郎 (城西中)

67 窪田 聖士 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

68 福留 大星 (西紫原中)



１６才男子シングルス本選 １セットマッチデュース有り

日程・受付終了　令和２年１０月２５日(日）　９時

SF～　　　：１１月３日（祝）　 ９時

シード 1R QF SF SF QF 1R シード

・3位決定戦

(とよ犬) 26 8 下竹 大翔 (MJTC) 16 小野 秦吾

7             15             

6             14             

(MJTC) 4

3 5 荒瀬 洋輝 (伊敷台中) 13 原田 崇暢 (ｱﾘﾑﾗTA) 7

5 4 松葉口 翔栄 (ｱﾘﾑﾗTA) 12 徳永 響輝

3             11             

2             10             

F

1 1 郡山 光輝 (ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 9 馬庭 侑士 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 7



【14才男子シングルス予選】(1/2) ６ゲーム先取デュース有り

日程・受付終了　予選1R：令和２年１０月２４日(土）　８時30分 本戦1R～：１０月２５日（日）　１４時
　　　　　　　　　　　予選2R：令和２年１０月２４日(土）　９時３０分

1R 2R 3R F 1R 2R 3R F

24 太細 晴木 (ERG) 48 ミョウコウ 海聖 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

23 神園 由宇 (ラ・サール中) 47 bye

22 松本    功 (西紫原中) 46 山口 輝人 (米ノ津jr)

21 原田 逞生人 (MJTC) 45 久米田 武尊 (ラ・サール中)

20 池之上 陸 (城西中) 44 山口 貴弥 (鹿児島修学館中)

本選へ

19 柳川 晴也 (伊敷台中) 43 德永 大和 (出水中)

18 上野 太輔 (Tennis.inc) 42 松木田 汐音 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)
本選へ

17 堀江 悠太 (ラ・サール中) 41 内村　 光 (楠隼中)

16 福島 涼太郎 (城西中) 40 下薗 佑真 (出水中)

15 菊永 昊睦　 (STA) 39 満田 恵一朗 (城西中)

14 浜田 喜弘 (ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ) 38 原田 隼輔 (エメラルドジュニア)

13 林川 維伸 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 37 矢崎 優貴 (ERG)

12 鮫島 謙太 (MJTC) 36 篠原 一心 (ｱﾘﾑﾗTA)

11 竹下 颯泰 (城西中) 35 bye

10 迫田 恭佑 (西紫原中) 34 緒方 春斗 (城西中)

9 谷上    凛 (ｶﾐｼﾞｭﾆｱ) 33 関澤 暖斗 (ラ・サール中)

8 槝之浦　想 (エースをねらえ) 32 住吉 俊哉 (西紫原中)

本選へ

7 内匠 一正 (STA) 31 瀬戸口 智大 (Teamくろまめ)

6 諏訪 将也 (SPC) 30 長野 伸之助 (Team EAST.R)
本選へ

5 林    玲央 (米ノ津jr) 29 東　  龍矢 (米ノ津jr)

4 山口 賢人 (城西中) 28 立和田 純也 (ラ・サール中)

3 中川 瑛太 (楠隼中) 27 下田平 蒼依 (鹿児島修学館中)

2 八木 康成 (ラ・サール中) 26 迫田 昊佑 (西紫原中)

1 山下 晃世 (ｱﾘﾑﾗTA) 25 貞方 皇佑 (ERG)



【14才男子シングルス予選】(2/2) ６ゲーム先取デュース有り

日程・受付終了　予選1R：令和２年１０月２４日(土）　８時30分 本戦1R～：１０月２５日（日）　１４時
　　　　　　　　　　　予選2R：令和２年１０月２４日(土）　９時３０分

1R 2R 3R F 1R 2R 3R F

本選へ

本選へ 本選へ

50 宮下 叶夢 (西紫原中) 74 仮屋 侑希 (西紫原中)

67

49 中原 秀真 (ERG) 73 松元 篤志 (K-TENNIS)

72 中村 凰介 (ｶﾐｼﾞｭﾆｱ) 96 小金丸 竜伸 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

71 bye 95 bye

70 安庭 佑朔 (城西中) 94 鈴木 優太 (楠隼中)

69 矢内 惇人 (ラ・サール中) 93 米田 理之 (城西中)

68 塩屋 智輝 (伊敷台中) 92 金﨑 大和 (米ノ津jr)

石本 琉人 (楠隼中) 91 小田 竜太朗 (ラ・サール中)

66 東福 健矢 (鹿児島修学館中) 90 前田 大地 (西紫原中)

65 松下 遼祐 (西紫原中) 89 沖原 悠介 (STA)

64 宮原  　駿 (ラ・サール中) 88 吉野 悠史 (城西中)

63 白石 瑞穂 (城西中) 87 上大迫 琉伊 (ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ)

62 戸田 優悟 (米ノ津jr) 86 本田 健恭 (ラ・サール中)

61 木村 泰貴 (KAZE) 85 宮崎 倫太郎 (MJTC)

60 槢木 健太 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 84 木場 俊輔 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

59 bye 83 bye

58 窪田 寿輝 (ラ・サール中) 82 田中 稜大 (エースをねらえ)

57 水間 良敬 (鹿児島修学館中) 81 髙原 大夢 (ラ・サール中)

79 有村 悠衣翔 (城西中)

56 大空 幸士朗 (楠隼中) 80 有馬 大登 (鹿大附属中)

54 生駒 健真 (エースをねらえ) 78 水枝谷 翔 (ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽ)
本選へ

55 大村　  翼 (エメラルドジュニア)

53 秋窪 奎秀 (城西中) 77 片山 颯達 (楠隼中)

52 宇都宮 尚人 (STA) 76 森山 陽太 (MJTC)

51 広川 拓資 (ラ・サール中) 75 宇都 慎生 (伊敷台中)



【14才男子シングルス本選】 １セットマッチデュース有り

日程・受付終了　令和２年１０月２5日(日）　１４時

５位決・SF～　　　：１１月３日（祝）　 ９時

シード 1R QF SF SF QF 1R シード

３位決定戦 ５位決定戦

3

4

(ｱﾘﾑﾗTA) 2

ドローは抽選

1 1

2 2

5 8 隈元 一希 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 16 鵜狩 良仁

7 　　　　 15 　　　　

6 　　　　 14 　　　　

(ERG) 3

4 5 岩切 晴哉 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 13 今村 仁哉 (ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 6

6 4 堀切 勇希 (ｱﾘﾑﾗTA) 12 山脇 陽夕

3 　　　　 11 　　　　

本薗 諒人 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 8

2 　　　　 10 　　　　

F

1 1 福島 玄輝 (Teamくろまめ) 9



【１２才男子シングルス】 １セットマッチデュース有り

日程・受付終了　１R～：令和２年１０月１７日(土）　１３時
５位決・SF～　：１０月２４日（土）　１２時

シード 1R 2R QF SF SF QF 2R 1R シード

３位決定戦

５位決定戦

F

1 1 久保 蓮生 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 17 小金丸 開瑛 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 5,6

2 bye 18 石原 葵生 (ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

3 菊永 晶仁 (STA) 19 二宮 理雄 (ERG)

4 山本 煌良 (エースをねらえ) 20 中村 颯介

5 今徳 理琥 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 21 池田 翔眞

6 川井 亜文 (知覧テニスの森) 22 宮崎 礼丞

(ｶﾐｼﾞｭﾆｱ)

(KAZE)

鳥丸 遙斗

(枕崎海の子クラブ)

7 原田 虎之輔 (エメラルドジュニア) 23 bye

4

3 9 重水 隆清 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 25 遠矢 康晴 (KAZE)

10 bye 26 児玉 溙史

(鹿屋SST)8 脇    海心 (KAZE) 24

(伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

11 宮下 夢輝 (NJT) 27 今吉 俊介 (STA)

情家 怜太 (NJT)

12 今村 勇斗 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 28 池田 雄翔

恒吉 大暉 (SPC) 30 宮原 健太

(ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

13 隈元 凛太郎 (知覧テニスの森) 29

(伊敷台小)

15 内田 大翔 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 31 bye

14

5,6 16 井料 碧海 (ｶﾐｼﾞｭﾆｱ) 32 重    雄登

2

3

4

(伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 2

1

2

ドローは抽選

1



【１０才男子シングルス】 ６ゲーム先取デュース有り ※グリーンボール使用
日程・受付終了　  １R～：令和２年１０月１７日(土）　１３時

SF～　　　   　：１０月２４日（日） １２時

シード 1R QF SF SF QF 1R シード

・3位決定戦

F

1 1 丸山 泰澄 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 9  田中 俊伍 (エメラルドジュニア)

2 bye 10 新名主 謙斗 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

3 角ノ上  琳 (SPC) 11 染川 航志郎 (ｶﾐｼﾞｭﾆｱ)

4 内村 洋晴 (鹿屋SST) 12 松崎 　龍 (西紫原小)

5 東郷 礼侃 (ｶﾐｼﾞｭﾆｱ) 13 高木 勝一 (エースをねらえ)

6 松木田 惟月 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 14 野㞍野 基生 (SPC)

7 木村 海斗 (KAZE) 15 田中 佑河 (ERG)

8 馬庭 佳士 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 16 垣内    大 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ) 2

1

2


