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所属団体 郡市町村 Round 1

1 大分舞鶴高 大分 田口 涼太郎  [1]

2 沖縄尚学高 沖縄 金城 政来

3 鹿児島実業高 鹿児島 辻 陽平

4 海星高 長崎 藤浪 巧

5 別府鶴見丘高 大分 永井 裕章

6 宮崎日大高 宮崎 末吉 鼓太朗

7 熊本工業高 熊本 尾方 陸斗

8 筑陽学園高 福岡 森 健太郎

9 大分舞鶴高 大分 其田 怜 [4]

10 柳川高 福岡 中留 諒太

11 致遠館高 佐賀 岡村 宙海

12 海星高 長崎 田畑 佑馬

13 福徳学院高 大分 奥本 颯馬

14 鳳凰高 鹿児島 八郷 克

15 柳川高 福岡 小田 龍輝

16 大分舞鶴高 大分 河内 健 [6]

17 大分舞鶴高 大分 野田 成佑  [5]

18 折尾愛真高 福岡 梶原 颯大

19 海星高 長崎 田中 翔

20 熊本工業高 熊本 前川 政太郎

21 大分舞鶴高 大分 渡邊 晃大

22 柳川高 福岡 李 敏衡

23 別府翔青高 大分 松本 航輔

24 鳳凰高 鹿児島 森田 凌矢  [3]

25 大分舞鶴高 大分 稲田 康太郎

26 筑陽学園高 福岡 千綾 滉輝

27 沖縄尚学高 沖縄 石川 清太

28 早稲田佐賀高 佐賀 半藤 伯馬

29 福徳学院高 大分 有浦 利起

30 佐土原高 宮崎 本田 嵩稀

31 柳川高 福岡 古賀 聖基

32 大分舞鶴高 大分 井上 隆也  [2]

Round 2

田口 涼太郎  [1]
 6-0 6-1 

辻 陽平

 5-7 7-5 6-3 

末吉 鼓太朗

 6-2 6-2 

森 健太郎

 4-6 6-4 6-4 

其田 怜  [4]
 6-3 7-5 

田畑 佑馬

 6-1 6-0 

八郷 克

 6-2 6-3 

河内 健  [6]
 6-0 6-0 

野田 成佑  [5]
 6-1 7-5 

田中 翔

 5-7 6-1 6-4 

李 敏衡

 6-4 6-3 

森田 凌矢  [3]
 6-0 6-3 

稲田 康太郎

 6-4 6-3 

石川 清太

 6-3 6-4 

本田 嵩稀

 6-4 7-6(4) 

井上 隆也  [2]
 6-4 6-4 

Quarterfinals

田口 涼太郎 [1]
 6-2 6-2 

森 健太郎

 1-6 6-2 6-4 

其田 怜 [4]
 6-1 5-7 6-0 

河内 健 [6]
 6-0 6-7(5) 6-2 

野田 成佑  [5]
 6-3 6-2 

森田 凌矢  [3]
 6-2 6-3 

稲田 康太郎

 6-1 7-6(1) 

井上 隆也  [2]
 6-2 6-2 

Semifinals

田口 涼太郎  [1]
 6-2 6-1 

河内 健  [6]
 6-1 6-2 

野田 成佑  [5]
 6-4 7-5 

井上 隆也  [2]
 7-6(6) 6-2 

河内 健  [6]順位  3-4

井上 隆也  [2]

Final

田口 涼太郎  [1]
 6-2 6-4 

野田 成佑  [5]
 w.o.

河内 健  [6]
 w.o.

田口 涼太郎  [1]
 6-1 6-2 

# シード選手

1 田口 涼太郎

2 井上 隆也

3 森田 凌矢

4 其田 怜

5 野田 成佑

6 河内 健

# 補欠 Replacing
1 堤野 真司

2 羽生 竜聖

ドロー日時  10 6 2018 17:32 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

森 健太郎順位  5-8

其田 怜  [4]

森田 凌矢  [3]

稲田 康太郎

Final

森 健太郎

 3-6 6-2 6-4 

森田 凌矢  [3]
 w.o.

其田 怜  [4]順位  7-8

稲田 康太郎

勝者

森田 凌矢  [3]
 6-1 5-7 6-2 

其田 怜 [4]
 w.o.

# シード選手

1 田口 涼太郎

2 井上 隆也

3 森田 凌矢

4 其田 怜

5 野田 成佑

6 河内 健

# 補欠 Replacing
1 堤野 真司

2 羽生 竜聖

ドロー日時  10 6 2018 17:32 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


