
歳以上 男子シングルス

Week of 開催地 レフェリー

2. Ｊｕｎ. 2018 福岡 土 橋 博 志
シード 　　氏　名 所　属 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝

1

1 矢作 淳 ｵｰﾙｳｪｲｽﾞﾃﾆｽｽｸｰﾙ
矢作 淳

矢作 淳 矢作 淳

土屋 達郎 ﾕﾆﾊﾞ 神戸ﾃﾆｽ倶楽部 矢作 淳

宮本 和典 西村 昌晃
宮本 和典

矢作 淳
山田 敏彦 ﾚｯﾂ ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ博多

奥野 仁史

奥野 仁史
長島 貴幸

13～16 長島 貴幸

13 長島 貴幸 でこや

9～12 矢作 淳
12 篠原 政晴 ｺｽﾊﾟ光明池

篠原 政晴

矢野 正文

河村 修一郎 東京ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
矢野 正文

矢野 正文 株式会社福岡銀行
伊藤 典安

廣岡 和彦 ﾌｧｰｽﾄ ･

廣岡 和彦
井手 大策 ｽﾎﾟｰﾂﾗｰﾆﾝｸﾞ

伊藤 典安

5～8 伊藤 典安 決勝へ

7 伊藤 典安 諏訪さゆりちゃんｸﾗﾌﾞ
3～4 矢作 淳

4 福母 祐二 ﾁｰﾑ
福母 祐二

高鍋 貴行
菅野 致史 栗本鐵工所

高鍋 貴行
高鍋 貴行 おはよｰﾃﾆｽ

殿塚 一奥

松尾 正寛 ｽﾊﾟ ｳｪﾙﾈｽ
松尾 正寛

茨木
殿塚 一奥

丸岡 正一 夢限

13～16 殿塚 一奥
14 殿塚 一奥 あわっこくらぶ

9～12 今井 宗丈
9 早坂 幸雄 亀の甲山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

早坂 幸雄

早坂 幸雄

馬渡 雅之 法人ﾃﾆｽﾈｯﾄかごしま
馬渡 雅之

小川 浩司 屋島ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ シード

今井 宗丈 矢作 淳 早坂 幸雄
中川 宏彰 水戸ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 西村 昌晃 宮本 昭雄

登山 俊教 松永 博憲 矢野 克彦
登山 俊教 福母 祐二 篠原 政晴

今井 宗丈 今井 宗丈 長島 貴幸

青山 裕 殿塚 一奥
5～8 今井 宗丈 伊藤 典安 大岡 聡
5 今井 宗丈 稲城市ﾃﾆｽ連盟 鈴木 康之 土屋 光正

決勝
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5～8

6 青山 裕

青山 裕

青山 裕

小野 敏孝 ﾋﾞｯｸﾏｳﾝﾃﾝ

小野 敏孝

坂本 明 東急あざみ野ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

青山 裕

徳永 智雄 親和ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

徳永 智雄

山下 英俊

徳永 智雄

9～12 宮本 昭雄

10 宮本 昭雄

13～16 青山 裕

15 大岡 聡 三井住友銀行

大岡 聡

堤 剛司 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

大岡 聡

河野 秀徳 別府ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上東 宏之

上東 宏之 津山

大岡 聡

前川 尚弘

前川 尚弘

廣瀬 竜夫 ｸﾗﾌﾞｷｬﾝﾃｨ

松永 博憲

3～4 松永 博憲 決勝へ

3 松永 博憲 ｱｯﾌﾟﾆｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

5～8 西村 昌晃

8 鈴木 康之 あわっこくらぶ

鈴木 康之

鈴木 康之

森 幸生 大正ｾﾝﾄﾗﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ目白

髙瀬 政浩

髙瀬 政浩 那珂川ﾃﾆｽ連盟

鈴木 康之

緒方 武則 ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ

バーゲンソール ケネス

バーゲンソール ケネス

バーゲンソール ケネス

9～12 矢野 克彦

11 矢野 克彦 横浜ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13～16 西村 昌晃

16 土屋 光正 ･ｻｻﾞﾝｸﾛｽ

土屋 光正

田代 隆典

土屋 光正

水谷 秀之 ｱﾚｽﾏｲｽﾀｰ

水谷 秀之

名富 潤 大正ｾﾝﾄﾗﾙ 目白 シード

西村 昌晃

御代 元 明治神宮外苑ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ シード

高原 謙二

高原 謙二 山口ｳｲﾝｽﾞ

西村 昌晃 5

2 西村 昌晃 5
2 西村 昌晃 ヴｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭ


