
第92回九州テニス選手権大会
歳以上 男子シングルス

Week of 開催地 JTA 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 石田 享司 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ

石田 享司

石田 享司 石田 享司

田中 正彦 廿日市ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 石田 享司

田中 正彦 堀田 義男

石川 克志 ﾛヴｨﾝｸﾞ

石田 享司

兵頭 登 宗像市ﾃﾆｽ協会

木曽 孝

木曽 孝 大正ｾﾝﾄﾗﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ目白

鶴房 一男

近藤 秀憲 総武ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13～16 鶴房 一男

13 鶴房 一男 わくわく稲美

9～12 石田 享司

10 江原 良一 岡山ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

江原 良一

鈴木 文男 長住ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

江原 良一

幸野 照夫 ﾌｧｰｽﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

浅井 有一郎

浅井 有一郎 京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

江原 良一

開田 康成 熊本

開田 康成

松浦 孝志 木陽会

大倉 成光

5～8 大倉 成光 決勝へ

8 大倉 成光

3～4 石田 享司

3 若林 庄司 三菱電機丸亀

若林 庄司

馬場 善則

馬場 善則 福岡健康ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

馬場 善則

峯 一士

佐藤 義英

山北 兼司 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ

山北 兼司

山下 聰 廿日市ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

佐藤 義英

山根 宗一 熊野ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

13～16 佐藤 義英

15 佐藤 義英 ﾘﾍﾞﾛ

佐藤 義英

11 光武 誠 高松ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

光武 誠

平嶋 賢治 高崎ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

光武 誠

村岡 安次 軽井沢会

村岡 安次

武末 英男 木陽会 シード

光武 誠 石田 享司 園山 尋三

松窪 耕玄 石神井ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 堀田 義男 江原 良一

松窪 耕玄 若林 庄司 光武 誠

安永 敏郎 三菱電機 伊丹 内海 正雄 松田 一雄

松本 美樹 5 布野 高志 鶴房 一男

園田 哲夫 橋本 富夫

5～8 松本 美樹 松本 美樹 佐藤 義英

7 松本 美樹 大原ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大倉 成光 原田 治親

決勝
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5～8

5 布野 高志 大島ﾌﾗﾜｰﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

布野 高志

布野 高志

岩見 一広 小倉ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

岩見 一広

前田 春雄 ｵﾚﾝｼﾞﾋﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

布野 高志

林 良行 明治神宮外苑ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

林 良行

水本 操 晴海ﾛｰﾝ

松田 一雄

副島 芳郎 木陽会

9～12 松田 一雄

12 松田 一雄 旭化成

13～16 布野 高志

14 橋本 富夫 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

橋本 富夫

近藤 祐充 船橋さくらﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

池田 俊博

安部 計一 徳山ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

池田 俊博

池田 俊博 京王ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

池田 俊博

新宮 米夫 木陽会

新宮 米夫

田中 和男 ちｰむ

新宮 米夫

3～4 内海 正雄 決勝へ

4 内海 正雄 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ

5～8 堀田 義男

6 園田 哲夫 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ

園田 哲夫

園田 哲夫

中原 芳和

中原 芳和

松居 正樹 岐阜ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

園山 尋三

津山 勝 おりびあﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

津山 勝

横山 正展 杜の宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

園山 尋三

宮城 光廣 福岡健康ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

9～12 園山 尋三

9 園山 尋三 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

13～16 堀田 義男

16 原田 治親 筑紫野市ﾃﾆｽ協会

原田 治親

中川 福雄 三菱ｹﾐｶﾙ

原田 治親

若山 晴洋 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

坂崎 喜茂

坂崎 喜茂 ﾊﾁﾊﾁ化学 シード

堀田 義男

竹島 正典 帝人松山ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

石橋 光治

石橋 光治 三菱電機熊本

堀田 義男 5

2 堀田 義男

2 堀田 義男 東京ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ


