
歳以上 男子シングルス
Week of 開催地 レフェリー

31. May. 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 神澤 俊介 東京ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

神澤 俊介

神澤 俊介 川原 公規

木塚 信二 長住ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 川原 公規

木塚 信二 藤崎 英俊

高橋 則行 三観ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

神澤 俊介

中鉢 惠一 ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

中鉢 惠一

上島 弘資 ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚

森下 誠

土橋 保友 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙ

13～16 森下 誠

16 森下 誠

9～12 斉藤 清隆

11 斉藤 清隆 和泉ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

斉藤 清隆

斉藤 清隆

菅 隆雄 あざみ野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

菅 隆雄

島林 信広 大野城市ﾃﾆｽ協会

斉藤 清隆

中島 秀和 ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

尾田 幸生

尾田 幸生 新日鉄住金八幡

小山 節司

5～8 小山 節司 決勝へ

8 小山 節司 南青山高原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

3～4 川原 公規

3 川原 公規 にこにこ

川原 公規

川原 公規

浜辺 雅昭

浜辺 雅昭

荒井 藤男 歌浦

川原 公規

今泉 仁 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

井藤 勝也

井藤 勝也 ｺｽﾊﾟ八尾南

井藤 勝也

下川 寿春 ｻﾝﾃﾞｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13～16 高瀬 博明

14 高瀬 博明 ｽﾌﾟﾗｰｼﾞ

9～12 川原 公規

9 南口 健一 浜寺ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

南口 健一

徳永 浩之

徳永 浩之 ﾙｰﾃﾞﾝｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

徳永 浩之

関 孝人 筑後の森ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ シード

関本 和秀 神澤 俊介 南口 健一

眞﨑 利通 佐賀ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山田 啓司 笠井 孝男

眞﨑 利通 川原 公規 斉藤 清隆

千々和 秀二 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 藤崎 英俊 河原 昭宏

関本 和秀 関本 和秀 持田 明広

若林 利一 高瀬 博明

5～8 関本 和秀 皆川 俊也 中村 祐一

5 関本 和秀 小山 節司 森下 誠

決勝
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5～8

7 皆川 俊也 夢見ヶ崎ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

皆川 俊也

釜野 昇

鈴木 秀明 東日本･千葉

釜野 昇

釜野 昇 ｱｷﾗ

岡田 賢司

中山 景示

岡田 賢司

岡田 賢司 北九州ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

岡田 賢司

樋口 博英 久留米ﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

9～12 樋口 博英

12 河原 昭宏 晴海ﾛｰﾝ

13～16 藤崎 英俊

13 持田 明広 法曹ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

持田 明広

安波 昭一郎 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

持田 明広

深田 智昭 湘南平ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

黒坂 春尚

黒坂 春尚 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ ｲﾜｷﾘ

藤崎 英俊

副島 悟 ｺﾛﾆｰｸﾞﾛｰﾌﾞ

山下 吉信

山下 吉信 ｲｰｽﾀﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

藤崎 英俊

3～4 藤崎 英俊 決勝へ

4 藤崎 英俊 ﾌｼﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

5～8 藤崎 英俊

6 若林 利一 京都東山

若林 利一

若林 利一

山下 智昭

山下 智昭

宮崎 純郎 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上本 徳治

上本 徳治 上本ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

上本 徳治

山本 公三 姫路ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

上本 徳治

9～12 笠井 孝男

10 笠井 孝男 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13～16 山本 秀樹

15 中村 祐一 船橋さくらﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

中村 祐一

片岡 誠一郎 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

山本 秀樹

山本 秀樹

山本 秀樹

九重 幸彦 くじゅう企画 シード

山本 秀樹

藤井 多喜雄 ﾃﾞﾙﾀ工業ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

井上 和彦

井上 和彦 ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

山田 啓司 5

2 山田 啓司

2 山田 啓司 晴海ﾛｰﾝ


