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所属団体 郡市町村 Round 1

1 沖縄尚学高 沖縄 中屋敷 勇人  [1]

2 筑陽学園高 福岡 千綾 滉輝

3 鹿児島実業高 鹿児島 辻 陽平

4 大分舞鶴高 大分 井上 亜希斗

5 熊本マリスト学園高 熊本 宮本 汰一

6 柳川高 福岡 堤野 真司

7 筑紫野LTC 福岡 伊藤 時空

8 大分舞鶴高 大分 其田 怜 [8]

9 筑陽学園高 福岡 宮田 陸 [4]

10 大分舞鶴高 大分 太田 佳人

11 熊本工業高 熊本 前川 政太郎

12 海星高 長崎 中川 友

13 筑陽学園高 福岡 本嶋 風太

14 鳳凰高 鹿児島 力武 颯也

15 柳川高 福岡 中留 諒太

16 大分舞鶴高 大分 太田 翔 [7]

17 柳川高 福岡 小川 智裕  [6]

18 沖縄尚学高 沖縄 仲間 舜

19 大分舞鶴高 大分 稲田 康太郎

20 鹿児島実業高 鹿児島 松田 佳親

21 大分舞鶴高 大分 須佐 優翔

22 ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ 福岡 植田 涼太

23 筑紫野LTC 福岡 伊藤 飛翔

24 鳳凰高 鹿児島 森田 凌矢  [3]

25 海星高 長崎 田中 翔 [5]

26 筑陽学園高 福岡 森 健太郎

27 鳳凰高 鹿児島 山口 柚希

28 柳川高 福岡 李 敏衡

29 熊本マリスト学園高 熊本 山田 大誓

30 柳川高 福岡 井上 貴裕

31 沖縄尚学高 沖縄 奥村 龍太郎

32 大分舞鶴高 大分 野田 成佑  [2]

Round 2

中屋敷 勇人  [1]
 4-6 7-5 6-2 

辻 陽平

 6-2 6-4 

堤野 真司

 6-1 6-3 

其田 怜  [8]
 6-1 6-1 

宮田 陸  [4]
 6-3 6-4 

中川 友

 7-6(3) 6-0 

本嶋 風太

 6-2 6-7(2) 6-4 

太田 翔  [7]
 6-1 6-2 

小川 智裕  [6]
 2-6 7-5 6-1 

稲田 康太郎

 6-3 6-2 

須佐 優翔

 5-7 6-4 6-1 

森田 凌矢  [3]
 6-3 6-4 

森 健太郎

 6-4 6-0 

山口 柚希

 6-1 6-0 

山田 大誓

 6-3 7-5 

野田 成佑  [2]
 6-1 4-6 6-3 

Quarterfinals

辻 陽平

 5-7 6-2 6-2 

堤野 真司

 7-6(5) 6-3 

宮田 陸 [4]
 7-5 6-1 

太田 翔 [7]
 6-3 6-1 

小川 智裕  [6]
 7-5 3-6 6-4 

森田 凌矢  [3]
 6-2 6-2 

森 健太郎

 7-6(6) 6-4 

野田 成佑  [2]
 6-2 5-7 6-2 

Semifinals

辻 陽平

 6-2 6-2 

太田 翔  [7]
 3-6 7-5 6-3 

小川 智裕  [6]
 6-4 6-0 

森 健太郎

 1-6 6-1 7-5 

太田 翔  [7]順位  3-4

森 健太郎

Final

辻 陽平

 6-4 6-0 

小川 智裕  [6]
 6-0 6-4 

太田 翔  [7]
 6-2 7-6(5) 

小川 智裕  [6]
 6-2 6-1 

# シード選手

1 中屋敷 勇人

2 野田 成佑

3 森田 凌矢

4 宮田 陸

5 田中 翔

6 小川 智裕

7 太田 翔

8 其田 怜

# 補欠 Replacing
1 花田 海翔

2 鈴木 蒼平

ドロー日時  04 10 2018 12:01 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

堤野 真司順位  5-8

宮田 陸  [4]

森田 凌矢  [3]

野田 成佑  [2]

Final

堤野 真司

 6-2 6-7(8) 6-1 

野田 成佑  [2]
 6-4 6-4 

宮田 陸  [4]順位  7-8

森田 凌矢  [3]

勝者

野田 成佑  [2]
 4-6 6-4 7-6(5) 

森田 凌矢  [3]
 6-4 3-6 6-3 

# シード選手

1 中屋敷 勇人

2 野田 成佑

3 森田 凌矢

4 宮田 陸

5 田中 翔

6 小川 智裕

7 太田 翔

8 其田 怜

# 補欠 Replacing
1 花田 海翔

2 鈴木 蒼平

ドロー日時  04 10 2018 12:01 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


