
2008（平成20）年

期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月5日 教職員テニス大会 男子複 B 優勝 ジョシュ・橋爪富二雄

男子複 B 準優勝 田島隆文
1月5日 九州ジュニアサーキットマスターズ 男子単 U-14 準優勝 成松智希

男子複 U-16 準優勝 岡崎光軌・上甲修平
女子単 U-14 優勝 高木朝香

1月5日 福岡オープンジュニア 男子単 U-14 優勝 荒巻巧
1月5日 冬季高校生ダブルス 女子複 C 優勝 佐伯麻衣

男子複 A 優勝 小椋祥平
男子複 A ベスト４ 岡崎光軌

1月13日 08ダンロップミックス 混合 B 準優勝 岡田二郎・木村公美
混合 C 準優勝 吉本準人・村上あや

1月27日 ルーデンスジュニア 男子単 U-14 優勝 松田拓也
男子単 U-14 準優勝 上甲耀大
男子単 U-14 ベスト４ 木下浩樹
女子単 U-14 優勝 大海遥加
女子単 U-14 準優勝 村上友梨
女子単 U-14 ベスト４ 武井祐子

1月27日 熊本市室内テニス選手権 男子単 O-45 優勝 吉沢信康
1月31日 鹿屋オープン 男子単 準優勝 大塚挙之助
2月9日 熊本県室内テニス選手権 女子単 A 優勝 大田黒秋奈
2月10日 熊本県室内テニス選手権 男子単 O-45 優勝 古庄昭典

男子単 A 準優勝 小椋祥平
男子単 A ベスト４ 村下亮

2月11日 全国選抜ジュニア九州予選 男子複 U-14 優勝 成松智希
女子単・複 U-14 3位 高木朝香

2月23日 中学生学年別テニス選手権 男子単 １年 優勝 松田拓也
男子単 １年 準優勝 畑昌伸
男子複 １年 ベスト４ 二子石哲也
男子単 ２年 優勝 成松智希
男子単 ２年 準優勝 上甲修平
男子単 ２年 ベスト４ 荒巻巧，木下浩樹
男子複 ２年 優勝 松田拓也・荒巻巧
男子複 ２年 準優勝 上甲修平・上甲耀大
女子単 １年 優勝 村上友梨
女子単 １年 ベスト４ 三賀山凛
女子単 ２年 優勝 高木朝香
女子単 ２年 ベスト４ 国安絢圭
女子複 ２年 ベスト４ 国安絢圭・徳永愛

2月24日 08ルーデンスJr.U-11シングルス 女子単 U-11 準優勝 坂口美世子
3月1日 プリンスミックス 混合 O-45 優勝 古庄昭典

3月1日・2日 九州ジュニア県予選 男子単・複 U-14 優勝 成松智希
男子単 U-14 準優勝 荒巻巧
男子単 U-14 ベスト４ 松田拓也
男子複 U-14 準優勝 荒巻巧・松田拓也
男子複 U-14 ３位 荒巻央・上甲耀大
女子単 U-14 準優勝 高木朝香
女子単 U-14 ベスト４ 村上友梨
女子複 U-14 優勝 村上友梨・大海遥加
女子複 U-14 準優勝 徳永愛
女子単 U-12 ３位 武井祐子
女子複 U-12 優勝 武井祐子

3月25日・26日 サントリーペプシルーデンスジュニア 女子単 中学生 ベスト４ 村上あや
女子単 中学生 ベスト４ 大海遥加
男子単 中学生 優勝 松田拓也
男子単 中学生 ベスト４ 畑昌伸
女子単 小学生 ベスト４ 武井祐子
女子複 小学生 優勝 武井祐子

3月30日 九州ジュニア県予選 男子単 U-18 優勝 村下亮
男子単 U-18 準優勝 小椋祥平
男子複 U-18 優勝 小椋祥平
男子単 U-16 優勝 成松貴大
男子単 U-16 準優勝 小崎直人
男子単 U-16 ベスト４ 上甲修平
男子複 U-16 優勝 成松貴大・小崎直人
男子複 U-16 準優勝 石野祐希・日野貴弘
女子単 U-16 優勝 大田黒秋奈
女子単 U-16 準優勝 国安絢圭
女子複 U-16 ベスト４ 村上あや・甲斐麗奈
女子複 U-16 ベスト４ 大田黒秋奈・国安絢圭
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3月30日 南日本ジュニアテニス選手権 女子単 U-18 優勝 佐伯麻衣
4月1日 春季ルーデンスJrﾀﾞﾌﾞﾙｽ 男子複 U-18 優勝 酒井貴之

女子複 U-18 ベスト4 高橋侑希
女子複 U-18 ベスト4 甲斐麗奈・村上あや

4月13日 九州毎日ﾃﾆｽ選手権 男子単 O-70 優勝 古田壌
男子複 O-70 準優勝 古田壌

4月13日 繊月ｶｯﾌﾟ 男子単 B 優勝 下田湧斗
4月26日～ RKK杯県ﾃﾆｽ選手権 男子単 A 優勝 大塚辰之助

男子単 A 準優勝 濱田哲也
男子単 A ベスト4 姉川武
男子複 A 準優勝 大塚辰之助
女子単 A 優勝 高木朝香
男子単 B 優勝 下田湧斗
男子単 B ベスト4 荒巻巧
男子単 C 優勝 木下浩樹
男子単 C 準優勝 畑昌伸
男子単 O-45 準優勝 古庄昭典
男子複 O-45 準優勝 山内勇
男子複 O-50 準優勝 山内勇
女子単 O-40 準優勝 国安まり枝

5月18日 大阪毎日ﾃﾆｽ選手権 男子単 O-70 準優勝 古田壌
5月25日 ルーデンスJrU-11テニストーナメント 女子単 U-11 準優勝 坂口美也子

女子単 U-11 3位 大海朋佳
6月2日 インターハイ熊本県予選 男子単 優勝 小椋祥平

男子単 準優勝 村下　亮
男子複 優勝 村下　亮
男子複 準優勝 小椋祥平
男子団体 優勝 成松貴大，小崎直人，石野祐希
男子団体 ベスト４ 村下亮・小椋祥平
女子団体 ベスト４ 高橋侑希

6月15日 全九州ﾃﾆｽ選手権 男子単複 O-70 優勝 古田　壌
6月22日 熊本県中学生テニス選手権 男子単 優勝 成松智希

男子単 準優勝 荒巻巧
男子単 ベスト４ 上甲修平
男子複 優勝 上甲修平・耀大
男子複 準優勝 木下幹宣・松田拓也
男子複 ベスト４ 荒巻巧・央
女子単 準優勝 高木朝香
女子単 ベスト４ 大田黒秋奈，国安絢圭
女子複 準優勝 国安絢圭・徳永愛
女子複 ベスト４ 甲斐麗奈・村上あや

7月24日 九州ジュニアテニス選手権 女子単 U-14 ３位 高木朝香
7月27日 熊本県中体連 男子単 優勝 上甲修平

男子単 準優勝 成松智希
男子単 ベスト４ 上甲修平
女子単 優勝 大田黒秋奈
女子単 準優勝 高木朝香
女子単 べスト4 村上友梨
女子複 優勝 甲斐麗奈・村上あや

7月29日 九州中学生テニス選手権 男子単 準優勝 上甲修平
男子複 ３位 荒巻巧・央
ｊ女子単 ベスト４ 大田黒秋奈

8月4日 ダンロップテニストーナメント 男子複 Ｂ 準優勝 下田湧斗・刀根京亮
男子複 O-45 優勝 山内勇

8月5日 ルーデンス夏季高校生新人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 女子複 ベスト４ 高橋侑希
男子複 準優勝 酒井貴之
男子複 ベスト４ 山下貴史・宇藤貴文
男子複 ベスト４ 福島望

8月5日 インターハイ 男子単 １Ｒ 小椋祥平
男子単複 １Ｒ 村下亮
男子団体 １Ｒ 成松貴大，小崎直人，石野祐希

8月10日 全日本ジュニアテニス選手権 男子単 Ｕ－１６ 石野祐希
女子単 Ｕ－１４ 高木朝香

8月11日 夏季高校選手権 男子単 ２年生 準優勝 石野祐希
男子単 ２年生 ベスト４ 成松貴大
男子複 ２年生 準優勝 成松貴大・小崎直人

8月11日 サマージュニア 女子単 小学生以下 ３位 坂口美也子
8月13日 サマージュニア 男子単 中学生以下 準優勝 二子石哲也
8月31日 熊本オープンＪｒ 女子単 U-16 優勝 国安絢圭
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9月7日 トヨタジュニア県予選 男子単 U-16 優勝 成松智希

男子単 U-16 準優勝 上甲修平
男子単 U-16 ベスト4 荒巻巧・松田拓也
女子単 U-16 優勝 大田黒秋奈
女子単 U-16 準優勝 高木朝香

9月17日 ﾖﾈｯｸｽﾚﾃﾞｨｰｽ 女子複 ﾋﾞｷﾞﾅｰ 優勝 久松ゆかり・徳永佐智子
9月23日 県60周年記念ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 女子複 ベテラン 優勝 井手貴子

10月4日・5日 細川杯 男子複 A 優勝 大塚辰之助
男子複 A ベスト４ 濱田哲也・九重陽平
男子複 B ベスト４ 下田勇斗・刀根亮
男子複 O-45 優勝 古庄昭典
女子複 A 準優勝 丸山麻貴

10月4日 大分国体 男子単 少年 ２R 村下亮
10月24日・25日 熊本県小中学生テニストーナメント 男子単 U-15 優勝 畑昌伸

男子単 U-15 準優勝 松田拓也
男子単 U-15 ３位 荒巻央
男子複 U-15 優勝 松田拓也・山崎祐希
男子複 U-15 準優勝 畑昌伸・上甲耀大
男子複 U-15 ３位 山本昂・田上煌生
女子単 U-15 準優勝 村上友梨
女子単 U-15 ３位 大海遥加
女子複 U-15 優勝 村上友梨・大海遥加

10月25日・26日 全日本Jr選抜室内九州予選 女子単 優勝 長谷川茉美
11月5日 全日本グラスコートテニス選手権 男子単 O-70 ベスト４ 古田壌

男子複 O-70 優勝 古田壌
11月5日 ０８フンドーキンナイターダブルス 男子複 C 優勝 椋田将基・西田健二

女子複 C 優勝 久松ゆかり
女子複 C 準優勝 小倉節代・板井久美子
女子複 C ３位 本郷和子・徳永佐智子

11月22日・29日 高柳杯 男子単 A 優勝 濱田哲也
男子単 B 優勝 児嶋健吾
男子単 B ベスト４ 松田拓也
男子単 C 準優勝 錦戸健
男子単 O-45 準優勝 古庄昭典
男子単 O-50 準優勝 山内勇
女子単 A 優勝 村上友梨
女子単 O-40 準優勝 国安まり枝

11月24日 ﾌﾟﾘﾝｽリゾート 団体 C 準優勝 久松・小倉・松田・田中・川口
第１１回オープンシングルス 男子単 A 優勝 木下祐介

11月29日 ダンロップ全国選抜ｊｒ県予選 男子単 U-14 優勝 荒巻央
男子単 U-14 ベスト４ 上甲耀大
女子単 U-12 準優勝 阪口美也子
男子複 U-14 優勝 荒巻央・上甲耀大
男子複 U-14 準優勝 二子石哲也・
女子複 U-14 ３位 成瀬史織・中尾倫子
女子複 U-12 準優勝 坂口美也子・大海朋佳

6月12日 九州ハードコートﾃﾆｽ選手権 女子単 優勝 長谷川茉美
12月6日 八代レディース 女子複 C 優勝 久松ゆかり
12月7日 宇土協会長杯 女子複 C 優勝 久松ゆかり・徳永佐智子

男子複 A 準優勝 柳祐樹
八代協会長杯 女子単 準優勝 高橋侑希

12月20日 熊本オープン 男子単 準優勝 辻　洋平
女子単 ベスト４ 長谷川茉美

12月25日 冬季ﾙｰﾃﾞﾝｽJrダブルス 女子複 優勝 佐伯麻衣・高橋侑希
12月30日 広島オープン 女子単 優勝 長谷川茉美

女子複 準優勝 長谷川茉美
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