
2012/8/27～31

博多の森テニス競技場

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

シード順位
本戦1 本戦9 1 小柳 裕庸 (長・海星高）

本戦2 本 戦 1 0 2 山西 大 (福･柳川高)

本戦3 3～5 内田 真宏 (長・海星高）

本戦4 3～5 澁田 大樹 (鹿･鳳凰高）

本戦5 3～5 山田 尚征 (鹿･鳳凰高）

本戦6 6 西川 俊洋 (佐･龍谷高)

本戦7

本戦8 5

1R 2R SF SF 2R 1R

岡本 遼介 (福･柳川高) 岡本 町田 西川 俊洋 (佐･龍谷高)

磯上 立揮 (福･柳川高) 磯上 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 材木 力 (佐･龍谷高)

小柳 裕庸 (長・海星高） 岡本 澁田 町田 亮 (福･柳川高)

真﨑 一溪 (長・海星高） 磯上 山田 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 亨 (福･柳川高)

榎本 尚史 (長・海星高） 有吉 澁田 北村 翔平 (長・海星高）

賀川 拓也 (長・海星高） 長尾 山田 西野 拓郎 (長・海星高）

有吉 宏洋 (長・海星高） 岡本 河野 澁田 大樹 (鹿･鳳凰高）

長尾 眞世 (長・海星高） 磯上 山西 山田 尚征 (鹿・鳳凰高）

古川 将樹 (福･柳川高) 古川 河野 國定 慶太郎 (福･筑陽学園高)

岩崎 太一 (福･柳川高) 岩崎 山西 宮本 航輔 (福･筑陽学園高)

木野 翔 (福･柳川高) 今村 河野 河野 優平 (福･柳川高)

萬福 健太郎 (福･柳川高) 林 山西 山西 大 (福･柳川高)

玉城 翔平 (沖･沖縄尚学高) 今村 内田 内田 真宏 (長・海星高）

吉濱 亨一 (沖・沖縄尚学高） 林 矢野 矢野 修将 (長・海星高）

今村 紀秋 (福･筑陽学園高) 松本 隆寛 (福･柳川高)

林 優斗 (福･筑陽学園高) 矢ノ川 歩 (福･柳川高)

17 澁田 澁田 大樹 (鹿･鳳凰高） 17

( １８才以下男子シングルス )

本　　　　　戦

F

1 小柳 裕庸 (長・海星高） 1 小柳

梶本 竜汰 (福･柳川高) 18

3 町田 亮 (福･柳川高) 4 賀川

小柳 17 澁田 17 澁田 812 古川 将樹 (福･柳川高) 84 1

亮 (大・福徳学院高） 19

4 賀川 拓也 (長・海星高） 84 1 小柳

98(5) 83 83 19 下條 下條

20

5 野口 仁一郎 (福･折尾愛真高) 6 鄭 97 84 22

17 澁田 98(7) 西野 拓郎 (長・海星高）

北村 紀 隆貴 (鹿・鳳凰高) 21

6 鄭 直喜 (鹿･鳳凰高） 81 翔平 (長・海星高） 22

7 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 亨 (福･柳川高) 7 ﾍﾙﾅﾝﾃﾞｽ 84

6 鄭 24 山田 81 北村

23

8 中村 彰宏 (福･筑陽学園高) 85 1 小柳 17 澁田

86 24 山田 矢ノ川 歩 (福･柳川高)

86 山田 尚征 (鹿・鳳凰高） 24

9 内田 真宏 (長・海星高） 9 翔平 (沖･沖縄尚学高) 25

10 萬福 健太郎 (福･柳川高) 82 9 内田

内田 85 83 25 玉城 玉城

26

11 林田 誠 (福･柳川高) 12 東 83 82 28

28 河野 81 岩崎 太一 (福･柳川高)

河野 上野 健吾 (沖･Gen TS) 27

12 東 侑磨 (鹿・鹿児島実業高) 82 優平 (福･柳川高) 28

13 西本 誠司 (福･柳川高) 14 遠藤 86

9 内田 28 河野 82 河野

29

14 遠藤 奨矢 (福･柳川高) 82 16 西川 32 山西

83 30 平良 今村 紀秋 (福･筑陽学園高)

98(4) 平良 康太郎 (沖・沖縄尚学高） 30

15 永田 悠希 (福･筑陽学園高) 16

大 (福･柳川高) 32

本戦出場選手

( １８才以下男子ダブルス )

本　　　　　戦

陵太 (沖･沖縄工業高) 31

16 西川 俊洋 (佐･龍谷高) 97 83 山西

西川 86 82 32 山西 宮城
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