
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

瀬口・境瀬口・境瀬口・境瀬口・境 緒方・塩木緒方・塩木緒方・塩木緒方・塩木 行徳・行徳行徳・行徳行徳・行徳行徳・行徳 中村・田代中村・田代中村・田代中村・田代 上野・浦川上野・浦川上野・浦川上野・浦川 境・早坂境・早坂境・早坂境・早坂 松村・中島松村・中島松村・中島松村・中島 栗屋・佐藤栗屋・佐藤栗屋・佐藤栗屋・佐藤

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

岩村・上田岩村・上田岩村・上田岩村・上田 川上・岩下川上・岩下川上・岩下川上・岩下 山内・仲田山内・仲田山内・仲田山内・仲田 西脇・小田西脇・小田西脇・小田西脇・小田 浦川・山田浦川・山田浦川・山田浦川・山田 黒木・芝黒木・芝黒木・芝黒木・芝 三原・原口三原・原口三原・原口三原・原口 辛川・渡邊辛川・渡邊辛川・渡邊辛川・渡邊

順位順位順位順位

④④④④

勝率勝率勝率勝率
当該ペ当該ペ当該ペ当該ペ
アアアア
勝率勝率勝率勝率

④④④④

④④④④

④④④④

④④④④

2222 ④④④④

1111

0000

④④④④

2222

3333

0000

④④④④

0000

８８８８

④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

0000 　０／７　０／７　０／７　０／７0000 1111

　１／１　１／１　１／１　１／１ ６６６６

8888 栗栗栗栗 屋屋屋屋 和和和和 樹樹樹樹 ・・・・ 佐佐佐佐 藤藤藤藤 隆隆隆隆 哉哉哉哉 （（（（ 蘇蘇蘇蘇 陽陽陽陽 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 0000

７７７７

7777 松松松松 村村村村 駿駿駿駿 樹樹樹樹 ・・・・ 中中中中 島島島島 凛凛凛凛 （（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 1111 0000 2222 　２／７　２／７　２／７　２／７

3333 　２／７　２／７　２／７　２／７ 　０／１　０／１　０／１　０／１④④④④

　１／１　１／１　１／１　１／１ ３３３３

6666 境境境境 颯颯颯颯 汰汰汰汰 ・・・・ 早早早早 坂坂坂坂 友友友友 亨亨亨亨 （（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） 0000 0000

５５５５

5555 上上上上 野野野野 颯颯颯颯 人人人人 ・・・・ 浦浦浦浦 川川川川 優優優優 生生生生 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 0000 0000 ④④④④ 　４／７　４／７　４／７　４／７

3333 ④④④④ ④④④④

第２６回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２６回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２６回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）第２６回全日本小学生ソフトテニス選手権大会熊本県予選会（決勝リーグ）

4444 中中中中 村村村村 拓拓拓拓 海海海海 ・・・・ 田田田田 代代代代 裕裕裕裕 二二二二 郎郎郎郎 （（（（ 春春春春 竹竹竹竹 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 1111 0000 0000 　３／７　３／７　３／７　３／７

④④④④

　７／７　７／７　７／７　７／７

番号番号番号番号 選選選選 手手手手 名名名名 （（（（ 所所所所 属属属属 クククク ララララ ブブブブ ））））

１１１１1111 瀬瀬瀬瀬 口口口口 翔翔翔翔 太太太太 ・・・・ 境境境境 崇崇崇崇 博博博博 （（（（ 天天天天 水水水水 オオオオ レレレレ ンンンン ジジジジ ）））） ④④④④ ④④④④

２２２２2222 緒緒緒緒 方方方方 拓拓拓拓 巳巳巳巳 ・・・・ 塩塩塩塩 木木木木 善善善善 智智智智 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー ）））） 1111 ④④④④ 　６／７　６／７　６／７　６／７

④④④④④④④④3333 行行行行 徳徳徳徳 瑛瑛瑛瑛 ・・・・ 行行行行 徳徳徳徳 鴻鴻鴻鴻 　４／７　４／７　４／７　４／７ ４４４４（（（（ 火火火火のののの国国国国ジジジジュュュュニニニニアアアア）））） 1111 1111 　０／１　０／１　０／１　０／１④④④④ 3333

勝率勝率勝率勝率
当該ペ当該ペ当該ペ当該ペ
アアアア
勝率勝率勝率勝率

順位順位順位順位

男子の部男子の部男子の部男子の部

女子の部女子の部女子の部女子の部

番号番号番号番号 選選選選 手手手手 名名名名 （（（（ 所所所所 属属属属 クククク ララララ ブブブブ ））））

（（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） ④④④④ ④④④④1111 岩岩岩岩 村村村村 智智智智 紗紗紗紗 ・・・・ 上上上上 田田田田 麗麗麗麗 湖湖湖湖 ④④④④ 　７／７　７／７　７／７　７／７④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④ １１１１

2222 川川川川 上上上上 優優優優 里里里里 菜菜菜菜 ・・・・ 岩岩岩岩 下下下下 美美美美 久久久久 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 1111 ④④④④ 3333 　５／７　５／７　５／７　５／７ ３３３３④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

（（（（ 南南南南 関関関関 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 00003333 山山山山 内内内内 美美美美 佳佳佳佳 ・・・・ 仲仲仲仲 田田田田 実実実実 咲咲咲咲 ④④④④ 　４／７　４／７　４／７　４／７1111 ④④④④ ④④④④ ④④④④ ４４４４

4444 西西西西 脇脇脇脇 結結結結 ・・・・ 小小小小 田田田田 桃桃桃桃 華華華華 （（（（ 玉玉玉玉 名名名名 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 ④④④④ ④④④④ 　６／７　６／７　６／７　６／７ ２２２２④④④④ ④④④④ ④④④④ ④④④④

（（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 0000 1111 00005555 浦浦浦浦 川川川川 美美美美 月月月月 ・・・・ 山山山山 田田田田 莉莉莉莉 奈奈奈奈 3333 　２／７　２／７　２／７　２／７1111 ④④④④ ④④④④ ６６６６

6666 黒黒黒黒 木木木木 夏夏夏夏 穂穂穂穂 ・・・・ 芝芝芝芝 優優優優 香香香香 （（（（宇宇宇宇土土土土フフフフレレレレンンンンドドドドリリリリーーーー）））） 0000 0000 2222 1111 　０／７　０／７　０／７　０／７ ８８８８3333 1111 2222

（（（（ 玉玉玉玉 名名名名 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 1111 3333 11117777 三三三三 原原原原 愛愛愛愛 未未未未 ・・・・ 原原原原 口口口口 櫻櫻櫻櫻 1111 　１／７　１／７　１／７　１／７0000 3333 ④④④④ ７７７７

8888 辛辛辛辛 川川川川 望望望望 ・・・・ 渡渡渡渡 邊邊邊邊 瑞瑞瑞瑞 生生生生 （（（（ 玉玉玉玉 名名名名 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ）））） 0000 0000 0000 2222

※3位4位及び6位7位は直接対戦による。※3位4位及び6位7位は直接対戦による。※3位4位及び6位7位は直接対戦による。※3位4位及び6位7位は直接対戦による。

平成21年5月9日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成21年5月9日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成21年5月9日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート平成21年5月9日（土）　9：00～　宇土市営テニスコート

　３／７　３／７　３／７　３／７ ５５５５④④④④ ④④④④ ④④④④


