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所属団体 郡市町村 Round 1

1 学園木花台小 宮崎 浅田 紘輔  [1]

2 山香小 大分 豊田 亮太

3 愛宕小 福岡 上村 秀蔵

4 長崎大学附属小 長崎 児島 龍太郎

5 春日東小 福岡 井上 温仁

6 星峯東小 鹿児島 福島 玄輝

7 潮平小 沖縄 田口 慎太郎

8 朝日小 大分 松尾 匠翔

9 須恵第三小 福岡 松永 朔太郎  [3]

10 伊集院小 鹿児島 笹川 祐輝

11 大山小 佐賀 前山 佑太

12 金池小 大分 川原 功聖

13 大野北小 福岡 今里 伸希

14 識名小 沖縄 瀧口 悠

15 南小 宮崎 井野 篤太朗

16 白山小 熊本 佐藤 仁星  [5]

17 伊集院小 鹿児島 鵜狩 良仁  [6]

18 東国分小 福岡 浦川 慎太郎

19 下南小 大分 櫻木 大生

20 西池小 宮崎 古川 蒼空

21 旭が丘小 長崎 大坪 勇翔

22 秋津小 熊本 西山 依吹

23 春日町小 大分 濵嵜 史哉

24 東郷小 福岡 吉武 真輝  [4]

25 相浦小 長崎 太田 周 [7]

26 二日市北小 福岡 大野 孔雅

27 画図小 熊本 南 伊織

28 南小 宮崎 湯谷 綸久

29 若楠小 佐賀 五十嵐 淳

30 舞松原小 福岡 菊竹 烈

31 西の台小 大分 油布 航

32 とよみ小 沖縄 宮里 琉星  [2]

Round 2

浅田 紘輔  [1]
 6-0 6-0 

児島 龍太郎

 6-4 6-2 

井上 温仁

 6-4 7-5 

田口 慎太郎

 6-4 6-2 

松永 朔太郎  [3]
 6-2 6-1 

前山 佑太

 7-5 6-1 

今里 伸希

 7-5 6-3 

佐藤 仁星  [5]
 6-2 6-2 

鵜狩 良仁  [6]
 6-7 6-1 6-2 

古川 蒼空

 7-5 6-2 

西山 依吹

 6-4 6-4 

吉武 真輝  [4]
 6-1 6-0 

太田 周  [7]
 6-0 6-1 

湯谷 綸久

 6-2 6-1 

菊竹 烈

 6-0 6-0 

宮里 琉星  [2]
 6-0 6-0 

Quarterfinals

浅田 紘輔  [1]
 6-0 6-0 

井上 温仁

 6-2 7-5 

松永 朔太郎 [3]
 6-2 6-1 

佐藤 仁星  [5]
 6-3 6-2 

鵜狩 良仁  [6]
 6-4 6-0 

吉武 真輝  [4]
 6-3 6-4 

太田 周 [7]
 6-2 3-6 6-3 

宮里 琉星  [2]
 6-3 6-0 

Semifinals

浅田 紘輔  [1]
 6-0 6-0 

松永 朔太郎  [3]
 6-1 6-0 

吉武 真輝  [4]
 6-4 2-6 7-5 

宮里 琉星  [2]
 6-1 6-0 

松永 朔太郎  [3]順位  3-4

吉武 真輝  [4]

Final

浅田 紘輔  [1]
 6-1 6-3 

宮里 琉星  [2]
 6-1 6-1 

松永 朔太郎  [3]
 6-0 6-0 

宮里 琉星  [2]
 7-6(6) 4-6 6-4 

# シード選手

1 浅田 紘輔

2 宮里 琉星

3 松永 朔太郎

4 吉武 真輝

5 佐藤 仁星

6 鵜狩 良仁

7 太田 周

# 補欠 Replacing
1 本田 知恩

2 濵田 哲芯

3 小林 洸士郎

4 渡邊 鋭門

ドロー日時  07 4 2018 12:25 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

井上 温仁順位  5-8

佐藤 仁星  [5]

鵜狩 良仁  [6]

太田 周  [7]

Final

井上 温仁

 6-0 3-6 7-5 

太田 周  [7]
 6-1 6-3 

佐藤 仁星  [5]順位  7-8

鵜狩 良仁  [6]

勝者

太田 周 [7]
 6-1 6-2 

鵜狩 良仁  [6]
 6-4 6-1 

# シード選手

1 浅田 紘輔

2 宮里 琉星

3 松永 朔太郎

4 吉武 真輝

5 佐藤 仁星

6 鵜狩 良仁

7 太田 周

# 補欠 Replacing
1 本田 知恩

2 濵田 哲芯

3 小林 洸士郎

4 渡邊 鋭門

ドロー日時  07 4 2018 12:25 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


