
2015（平成27）年
期日 大会名 種目 クラス 戦績 氏名
1月3日～6日 15九州ジュニアサーキットマスターズ 女子単 U-18 優勝 今村凪沙

15九州ジュニアサーキットマスターズ 女子複 U-18 準優勝 今村凪沙・
15九州ジュニアサーキットマスターズ 女子単 U-14 準優勝 山口　藍
15九州ジュニアサーキットマスターズ 女子複 U-12 ベスト4 松本璃咲・倉岡彩夏

1月11日 15ルーデンスJrU-14シングルス 男子単 U-14 優勝 山田大誓
15ルーデンスJrU-14シングルス 男子単 U-14 ベスト4 姉川翔，宮本汰一
15ルーデンスJrU-14シングルス 女子単 U-14 準優勝 松川幸美

1月10日～12日 熊本県高校生冬季ダブルス 男子複 A 優勝 永井響・
1月14日 第1回ダイドードリンコカップ女子ダブルス 女子複 オープン 優勝 緒方摩美子・

第1回ダイドードリンコカップ女子ダブルス 女子複 オープン ベスト4 井手貴子・
1月18日 15ダンロップミックス1月大会 混合複 C 優勝 後藤勝・徳永佐智子

1月24日25日 第23回ルーデンス小中学生 男子単 小学生 準優勝 吉本諭司
第23回ルーデンス小中学生 男子複 小学生 ベスト4 吉本諭司，山田蒼矢・竜青
第23回ルーデンス小中学生 女子単複 小学生 優勝 倉岡彩夏
第23回ルーデンス小中学生 男子単 小学4年生 3位 西山泰我
第23回ルーデンス小中学生 女子単 小学4年生 優勝 笠原亜美
第23回ルーデンス小中学生 男子単 中学生 優勝 尾方陸斗
第23回ルーデンス小中学生 男子単 中学生 準優勝 山田大誓
第23回ルーデンス小中学生 男子単 中学生 ベスト4 宮本汰一

1月31日 全九州教職員テニス大会 男子複 O-45 ３位 橋爪富士雄・
2月1日 熊本市室内テニス選手権 男子単 O-45 準優勝 山根康司
2月7日 熊本県室内テニス選手権 男子単 A 優勝 上甲修平

熊本県室内テニス選手権 男子単 O-50 優勝 古庄昭典
熊本県室内テニス選手権 男子単 O-60 優勝 小倉　猛
熊本県室内テニス選手権 女子単 ２位 黒田康子

2月9日 ダンロップ全国選抜Jr九州予選 女子単 U-14 ベスト4 山口　藍
2月21日～27日 熊本学生テニス選手権 男子単 優勝 石井智久

熊本学生テニス選手権 男子単 ベスト4 宮本　陽，上甲修平
熊本学生テニス選手権 男子複 優勝 木下浩樹・
熊本学生テニス選手権 男子複 準優勝 石井智久・宮本陽
熊本学生テニス選手権 男子複 ベスト4 北村　豪・
熊本学生テニス選手権 女子複 準優勝 佐藤友美・

2月21日 第1回JPTA　ALL JAPANジュニアテニストーナメント 女子単 U-12 優勝 山口　藍
2月22日 熊本県中学生学年別テニス選手権 男子単 1年生 準優勝 山田大誓

熊本県中学生学年別テニス選手権 男子単 1年生 ベスト4 宮本汰一
熊本県中学生学年別テニス選手権 男子単 2年生 準優勝 尾方陸斗
熊本県中学生学年別テニス選手権 男子複 2年生 優勝 尾方陸斗
熊本県中学生学年別テニス選手権 女子単 2年生 ベスト4 矢加部未久

2月28日 プリンスミックスダブルス ミックス O-45 優勝 山根康司・
3月21,22日 九州ジュニア熊本県予選 男子単複 U-14 優勝 山田大誓

九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-14 3位 宮本汰一・
九州ジュニア熊本県予選 男子単 U-12 優勝 宮中　真
九州ジュニア熊本県予選 男子単 U-12 ベスト4 吉本諭司
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-12 優勝 吉本諭司・
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-12 ベスト4 宮中真・徳重諒
九州ジュニア熊本県予選 男子単 U-10 ベスト4 中野純之介
九州ジュニア熊本県予選 女子単複 U-14 優勝 山口　藍
九州ジュニア熊本県予選 女子単 U-14 ベスト4 渡辺栞凪
九州ジュニア熊本県予選 女子複 U-14 3位 松川幸美・
九州ジュニア熊本県予選 女子単複 U-12 優勝 倉岡彩夏
九州ジュニア熊本県予選 女子単 U-12 3位 松本璃咲
九州ジュニア熊本県予選 女子複 U-12 準優勝 松本璃咲・
九州ジュニア熊本県予選 女子単 U-10 優勝 笠原亜美

3月7日～29日 九州ジュニア熊本県予選 男子単 U-18 優勝 木村孝輝
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-18 優勝 木村孝輝・松本健友
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-18 3位 永井響・
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-16 優勝 竹本拓未・
九州ジュニア熊本県予選 男子複 U-16 準優勝 尾方陸斗・
九州ジュニア熊本県予選 女子単 U-18 優勝 今村凪沙
九州ジュニア熊本県予選 女子単複 U-16 優勝 高松亜美
九州ジュニア熊本県予選 女子単 U-16 ベスト4 矢加部未久

4月8日～11日 MUFGジュニア2015 女子単 U-16 １R 山口　藍
5月4日 春季高校生新人ダブルステニス選手権 男子複 準優勝 宇佐美太智・木下啓也

4月18日～5月5日 RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-50 準優勝 古庄昭典
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単複 O-55 優勝 徳永浩之
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-55 準優勝 山根康司
RKK杯熊本県テニス選手権 男子複 O-55 準優勝 山根康司・山内　勇
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 O-60 ベスト4 小倉　猛
RKK杯熊本県テニス選手権 女子単 O-50 準優勝 中村理絵
RKK杯熊本県テニス選手権 男子単 B ベスト4 尾方陸斗
RKK杯熊本県テニス選手権 女子単 B ベスト4 宮本楓子，倉岡彩夏
RKK杯熊本県テニス選手権 女子複 B ベスト4 矢加部未久・
RKK杯熊本県テニス選手権 男子複 A 優勝 木下浩樹・
RKK杯熊本県テニス選手権 男子複 A 準優勝 徳永晃大・永井慶人
RKK杯熊本県テニス選手権 女子単 A 優勝 中村優里
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5月2日～6日 九州小学生テニス選手権 女子単 ベスト4 倉岡彩夏

5月11日 ヨネックスミックスビギナーズ 混合複 CD 準優勝 小材泰弘・片山亜紀
5月31日 15ルーデンスジュニアU-15 男子単 U-15 優勝 宮本汰一

15ルーデンスジュニアU-15 男子単 U-15 ベスト4 姉川翔
15ルーデンスジュニアU-15 女子単 U-15 準優勝 倉岡彩夏
15ルーデンスジュニアU-15 女子単 U-15 ベスト4 出口陽南

6月1日 九州テニス選手権 男子複 O-55 ベスト4 徳永浩之
5月日23日～6月1日 インターハイ熊本県予選 男子団体 優勝 木村孝輝・松本健友・宇佐美太智・木下啓也

インターハイ熊本県予選 男子団体 ベスト4 山崎泰史・
インターハイ熊本県予選 男子団体 ベスト4 中村朋樹・永井響
インターハイ熊本県予選 男子単 準優勝 木村孝輝
インターハイ熊本県予選 男子複 優勝 木村孝輝・松本健友
インターハイ熊本県予選 女子単 優勝 今村凪沙

6月6日 国体予選成年の部 女子単 1位 中村優里
国体予選成年の部 女子単 2位 菅村彩香

6月7日 15ルーデンスジュニアU-12 男子単 U-12 ベスト4 荒木優介
15ルーデンスジュニアU-12 女子単 U-12 ベスト4 中山椎菜

6月6日～２0日 熊本県中学生テニス選手権 男子単 準優勝 尾方陸斗
熊本県中学生テニス選手権 男子単 ベスト4 山田大誓
熊本県中学生テニス選手権 女子単 ベスト4 矢加部未久
熊本県中学生テニス選手権 女子団体 優勝 松本璃咲・松川幸美

6月27日 全日本テニス熊本県予選 男子単 ベスト4 木村孝輝
全日本テニス熊本県予選 女子単 優勝 中村優里
全日本テニス熊本県予選 女子単 準優勝 山口　藍

7月4,5日 国体予選少年の部 男子単 ２位 木村孝輝
国体予選少年の部 女子単 1位 今村凪沙

7月11日 第8回グリーンヴィチームテニス大会 女子団体 優勝 永本香奈・緒方摩美子
7月11日～15日 九州ジュニアテニス選手権 女子単 U-18 ベスト4 今村凪沙

九州ジュニアテニス選手権 女子単複 U-14 ベスト4 山口　藍
九州ジュニアテニス選手権 女子複 U-12 ベスト4 倉岡彩夏

7月20日 ジュニアチャレンジ 男子単 U-10 準優勝 西山泰我
ジュニアチャレンジ 男子単 U-10 ベスト4 冨田竜誠，西山依吹
ジュニアチャレンジ 男子単 O-11 ベスト4 福留伊織
ジュニアチャレンジ 女子単 U-10 優勝 笠原亜美
ジュニアチャレンジ 女子単 O-11 準優勝 松川幸美
ジュニアチャレンジ 女子単 O-11 ベスト4 中山椎菜

7月22日23日 ピンクリボンレディース熊本大会 女子複 O-50 ３位 井手貴子・
7月25,26日 熊本県中体連テニス 女子単 優勝 山口　藍

熊本県中体連テニス 女子複 優勝 松本璃咲・松川幸美
熊本県中体連テニス 女子団体 優勝 松本璃咲・松川幸美
熊本県中体連テニス 男子単 準優勝 山田大誓
熊本県中体連テニス 男子単 ベスト4 尾方陸斗

7月27日 サマーJr小学生以下 男子単 優勝 築嶋優太
サマーJr小学生以下 男子単 ３位 吉本諭司
サマーJr小学生以下 女子単 準優勝 笠原亜美
サマーJr小学生以下 女子単 ベスト4 田嶋明希

7月30日 サマーJr中学生以下 女子単 ３位 松川幸美
7月28日～30日 全国小学生テニス選手権 女子単 ベスト8 倉岡彩夏
8月2日～6日 近畿高校総体 男子団体 １R 木村孝輝・松本健友・宇佐美太智・木下啓也

近畿高校総体 男子単 ２R 木村孝輝
近畿高校総体 男子複 １R 木村孝輝・松本健友
近畿高校総体 男子複 １R 今村凪沙

8月2日 ルーデンス夏季高校生新人ダブルス 女子複 ベスト4 家入瑠菜・積美希
8月3日 ルーデンス夏季高校生新人ダブルス 男子複 ベスト4 田島裕之・
8月5日 サマーJr高校生以下 男子単 高校生以下 ベスト4 中村朋樹，宮本汰一
8月7日 サマーJr高校生以下 女子単 高校生以下 準優勝 松川幸美

サマーJr高校生以下 女子単 高校生以下 3位 家入瑠菜
8月10日～12日 夏季高校生学年別 男子単 2年生 準優勝 木村孝輝

夏季高校生学年別 男子複 2年生 優勝 中村朋樹・
夏季高校生学年別 男子複 2年生 ベスト4 木村孝輝・中村和樹，永井響
夏季高校生学年別 男子複 1年生 ベスト4 田島裕之・

8月8日～17日 全日本Jrテニス選手権 女子単 U-12 １R 倉岡彩夏
全日本Jrテニス選手権 女子単 U-14 ベスト16 山口　藍
全日本Jrテニス選手権 女子単 U-18 ２R 今村凪沙

8月15日16日 ダンロップテニストーナメント 男子複 A 優勝 吉田訓崇・
ダンロップテニストーナメント 男子複 A ベスト4 上甲修平・
ダンロップテニストーナメント 男子複 B ベスト4 尾方陸斗・
ダンロップテニストーナメント 女子複 A 優勝 菅村彩香・
ダンロップテニストーナメント 女子複 O-45 優勝 緒方摩美子・

8月17日～ 毎日少年少女テニストーナメント 女子単 U-18 優勝 今村凪沙
毎日少年少女テニストーナメント 女子複 U-18 準優勝 今村凪沙
毎日少年少女テニストーナメント 女子単 U-13 準優勝 山口　藍

8月20日～27日 夏季九州学生テニス選手権 女子単 優勝 中村優里
夏季九州学生テニス選手権 女子複 ベスト4 中村優里

9月5日 MUFGジュニア2016熊本県予選 男子単 U-16 優勝 尾方陸斗
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MUFGジュニア2016熊本県予選 男子単 U-16 ベスト4 宮本汰一
MUFGジュニア2016熊本県予選 女子単 U-16 優勝 山口　藍

9月6,7日 全国レディース熊本県予選 女子複 3位 緒方摩美子・
9月30日 全日本ベテランテニス選手権 男子単 O-55 １R 徳永浩之

10月3,4日 全国高校選抜熊本県予選 男子団体 優勝 永井響・中村朋樹
全国高校選抜熊本県予選 男子団体 3位 木村孝輝・中村和樹

10月10日 熊本県高校生新人戦 男子単 準優勝 木村孝輝
熊本県高校生新人戦 男子複 ベスト4 木村孝輝・中村和樹，中村朋樹
熊本県高校生新人戦 女子単 優勝 今村凪沙

10月11日 イエスビギナーズテニストーナメント 女子複 C 優勝 松本璃咲・松川幸美
１０月１６日～１８日 ＲＳＫ全国選抜ジュニアテニス大会 女子単 U-13 準優勝 山口　藍
10月18日 繊月カップ 男子複 A ベスト4 高田鉄平・古橋直也
10月24日 熊日学童オリンピック 男子単 小学生 優勝 築嶋優太

熊日学童オリンピック 男子単 小学生 準優勝 吉本諭司
熊日学童オリンピック 女子単 小学生 優勝 倉岡彩夏
熊日学童オリンピック 女子単 小学生 ベスト4 中山椎菜
熊日学童オリンピック 男子単 U-10 優勝 西山泰我
熊日学童オリンピック 男子単 U-10 準優勝 中野純之介
熊日学童オリンピック 男子単 U-10 ベスト4 冨田竜誠
熊日学童オリンピック 女子単 U-10 優勝 笠原亜美
熊日学童オリンピック 女子単 U-10 準優勝 田嶋明希

10月25日 熊本県中学生大会 男子単 優勝 山田大誓
熊本県中学生大会 男子単 ベスト4 宮本汰一
熊本県中学生大会 男子複 優勝 山田大誓・宮本汰一
熊本県中学生大会 女子複 優勝 松川幸美・
熊本県中学生大会 女子複 準優勝 松本璃咲

11月3日 グラスコートベテラン 男子複 O-55 ベスト4 徳永浩之・
11月4日～8日 東アジアジュニアチーム対抗戦 団体戦 U-13 2位 山口　藍
11月11日～15日 全国レディース 団体戦 ベスト16 緒方摩美子
11月14.15日 16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子単 U-14 優勝 山田大誓

16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子単 U-14 準優勝 宮本汰一
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子複 U-14 優勝 山田大誓・宮本汰一
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子複 U-14 ベスト4 姉川翔，築嶋優太・吉本諭司
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子複 U-12 準優勝 山田蒼矢・竜青
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子複 U-12 3位 冨田竜誠・
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子単 U-10 優勝 中野純之介
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 男子単 U-10 準優勝 西山依吹
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 女子単 U-14 優勝 山口　藍
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 女子単 U-14 ベスト4 倉岡彩夏
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 女子複 U-14 優勝 松川幸美・
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 女子複 U-14 準優勝 松本璃咲・
16ダンロップ全国選抜Jr県予選 女子単 U-12 3位 笠原亜美

11月14日～23日 高柳杯 男子単 O-50 優勝 古庄昭典
高柳杯 男子単 O-60 優勝 小倉　猛
高柳杯 男子単 O-60 準優勝 松尾　俊
高柳杯 女子単 B 優勝 倉岡彩夏
高柳杯 女子単 B 準優勝 松本璃咲
高柳杯 女子単 B 3位 中村理絵
高柳杯 女子単 C 優勝 松川幸美

12月6日 ルーデンスJrU-10シングルス 男子単 U-10 準優勝 西山依吹
ルーデンスJrU-10シングルス 男子単 U-10 3位 西山泰我
ルーデンスJrU-10シングルス 女子単 U-10 優勝 笠原亜美
ルーデンスJrU-10シングルス 女子単 U-10 準優勝 田嶋明希

（C）RKKルーデンステニスクラブ 3


