
種   目 順位 氏名① 氏名② 団名
優 勝 梅 北 冬 真 ⻄   原
準優勝 下 園 明 琉 ⻄   原
第３位 野 崎 友 晴 ⻄   原
第３位 杉 木 陽 斗 清   和
優 勝 上 野 航 大 中   山
準優勝 竹之内 大 和 ⻄   ⽥
第３位 梅 ⽥ 飛 馬 吉   野
第３位 磯 部   蒼 原   良
優 勝 中ノ上 拳志郎 武 岡 台
準優勝 本 ⽥ 一 颯 武 岡 台
第３位 赤 崎   翔 ⻄ 原 台
第３位 赤 崎   亮 ⻄ 原 台
優 勝 六反⽥ 優 詩 吉 野 東
準優勝 林   ⻁ 珀 吉 野 東
第３位 下堂薗 侑 士 伊 集 院
第３位 池 ⽥ 隼 人 吉 野 東
優 勝 川 畑 晴 幹 坂 元 台
準優勝 飛 髙 龍 来 玉   江
第３位 安 樂 燎 慧 ⻄   陵
第３位 瀬 尾 ⻁汰郎 ⻄   陵
優 勝 住 吉 蓮 史 伊   敷
準優勝 宮 野   諒 大 明 丘
第３位 塩 屋 泰 希 ⻄   ⽥
第３位 吉 住 颯 真 玉   江
優 勝 前 村 優 貴 ⻄   陵
準優勝 樋 口 聡 馬 玉   江
第３位 増 元 琉 志 シャトル国分
第３位 江 夏 大 貴 ⻄ 原 台
優 勝 有 谷 優 汰 中   山
準優勝 菅 原 悠 音 桜 丘 ⻄
第３位 中 澤 良 太 鹿児島飛翔
第３位 橋 野   凌 桜 丘 ⻄
優 勝 ⽥ 中 裕 仁 舞鶴ジュニア
準優勝 柿 迫 希 龍 神山ねじめ
第３位 ⽥ 中   翔 南
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小学１年生以下男子シングルス

小学２年生男子シングルス

小学３年生男子シングルス

小学４年生男子シングルス

小学５年生男子シングルス

小学６年生男子シングルス

中学１年生男子シングルス

中学２年生男子シングルス

中学３年生男子シングルス



優 勝 中 村 結 奈 舞鶴ジュニア
準優勝 稲 村 実 央 伊 集 院
第３位 浜之上 柚 月 清   和
第３位 徳 重 な こ ⻄ 原 台
優 勝 碩   野 李 ⻄   陵
準優勝 福 ⽥ 琉 奈 ⻄   ⽥
第３位 胸 元   稟 吉 野 東
第３位 瀬⼾口 汐 莉 武 岡 台
優 勝 久留須 はづ菜 シャトル国分
準優勝 村 岡 奈 佳 坂   元
第３位 永 吉 芽 奈 ⻄ 原 台
第３位 右 ⽥ 優 奈 武 アクア
優 勝 井ノ上 亜 美 中   山
準優勝 下 村 煌 奏 玉   江
第３位 碩   希 光 ⻄   陵
第３位 持 増 叶 愛 ⻄   陵
優 勝 若 松 杏 奈 鹿児島飛翔
準優勝 内 野 心 結 玉   江
第３位 山 野 桜 子 伊 敷 台
第３位 加 来 想 羅 武 アクア
優 勝 松 永 結 衣 鹿児島飛翔
準優勝 寺 原 千 華 ⻄   原
第３位 向   由 夏 中   山
第３位 坂 元 香 穂 花   野
優 勝 ⽥ 中 純 奈 玉   江
準優勝 樋 口 美 彩 中   山
第３位 中 島 悠 邑 大 明 丘
第３位 河 野 裕美子 桜 丘 ⻄
優 勝 安 藤 みつき 北   葉
準優勝 ⻑ケ原   凛 舞鶴ジュニア
第３位 松 元 清 憐 ⻄   陵
第３位 塩入谷 香 凜 伊   敷
優 勝 濵 ⽥ 娃 来 鹿児島飛翔
準優勝 胸 元 くらら 北   葉
第３位 津 崎 真 央 神山ねじめ

小学３年生女子シングルス

小学１年生以下女子シングルス

小学２年生女子シングルス

小学４年生女子シングルス

小学５年生女子シングルス

小学６年生女子シングルス

中学１年生女子シングルス

中学２年生女子シングルス

中学３年生女子シングルス



優 勝 稲 村 蓮 央 川 畑 翔 空 伊 集 院
準優勝 永 ⽥ 雄 大 大久保 太 晴 大 明 丘
第３位 酒 匂   翼 酒 匂 寿 都 吉 野 東
優 勝 吉 ⽥ 萌 咲 播 ⽥ 夢 結 吉   野
準優勝 ⽥ 中 桃 依 小 屋 風 花 吉   野
第３位 東   芭 奈 増 満 帆 花 原   良
第３位 政   来 楽 豊 永 美 織 吉 野 東
優 勝 濵 ⽥ 穂 佳 﨑 山   凜 吉   野
準優勝 福 園 叶 姫 池之迫 千 陽 神山ねじめ
第３位 高 ⽥ 詩 乃 宇 ⽥ 小 春 伊   作
第３位 竹 本 結 乃 安 樂 杏 純 中   山
優 勝 酒 匂 祐 依 有 木 優 真 吉   野
準優勝 ⽥ 中 柚 羽 加 藤 彩 葉 吉   野
第３位 小 屋 心 春 吉 ⽥ 咲 優 吉   野
第３位 東 郷 実 和 大 重 日 葵 吉   野
優 勝 﨑 山   涼 播 ⽥ 琴 晴 吉   野
準優勝 堂 免 百 華 末 松 美 那 ⽥   上
第３位 塩入谷 美 咲 三 本 莉 花 伊   敷
第３位 有 村 優 花 泉   志 穏 吉 野 東
優 勝 原 口 倖 歩 松 ⼾   海 鹿児島飛翔
準優勝 野 元 あ い 白 ⽥ 絢 音 大 明 丘
第３位 村 山 あ み 堂 地 恋 維 大 明 丘
第３位 出 口 瑛 菜 上 野 彩 咲 中   山

小学６年生女子ダブルス

小学５年生男子ダブルス

小学２年生女子ダブルス

小学３年生女子ダブルス

小学４年生女子ダブルス

小学５年生女子ダブルス


