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第35回九州ジュニアテニス選手権大会  福岡県予選
( １８才以下男子シングルス　)

2008/3/26～4/1
福岡県営春日公園
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1 塩田 裕司 (福･柳川高) 福本 達也 (福･柳川高) 531 塩田 53 福本

2 福岡 洋樹 (福･福大大濠高) 64 60 古賀 和洋 (福･福大大濠高) 543 馬場 54 古賀

3 馬場 英旭 (福･九国大付高) 60 104 西 64 江口 恭 (福･西南学院高) 551 塩田 64 53 福本

4 原田 大嗣 (福・明治学園高） 60 60 興津 岳彦 (福･柳川高) 564 原田 56 興津

5 入江 孝則 (福・八幡南高) 61 60 後藤 隼 (福･ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 576 鈴木 56 興津

6 鈴木 淳平 (福･柳川高) 63 61 宮崎 一将 (福・八幡南高) 586 鈴木 1 塩田 59 佐藤

7 井手 良 (福・城東高） 64 60 65 濱本 W.O 佐藤 直樹 (福･久留米高専) 5964
8 鈴木 翔 (福･柳川高) 手嶋 祐生 (福・柳川高) 608 鈴木 60 手嶋

9 山辺 広貴 (福･久留米高専) 61 62 岡田 典之 (福・九州国際TC） 6110 中山 61 岡田

10 中山 将吾 (福・八幡南高) 60 60 河野 崇史 (福･西南学院高) 6213 嶋田 65 濱本

11 寿福 一輝 (福･西南学院高) 62 63 川口 竜平 (福･柳川高) 6311 寿福 64 蒲原

12 渡邉 敏康 (福･九国大付高) 62 W.O 蒲原 崇士 (福・八幡南高) 6413 嶋田 1 塩田 78 片谷 65 濱本

13 嶋田 雄太 (福･柳川高) 63 64 63 60 濱本 和晃 (福･折尾愛真TC) 65

14 河野 純一 (福･九国大付高) 坂本 祥一 (福･柳川高) 6614 河野 66 坂本

15 山本 元 (福･柳川高) 61 60 加茂 直人 (福・筑陽学園高 ） 6715 山本 67 加茂

16 吉武 祐樹 (福･久留米高専) 60 62 山口 敦 (福･西南学院高) 6814 河野 66 坂本

17 渡部 岳 (福･城東高) 60 61 長尾 祐一郎 (福・福岡高） 6917 渡部 69 長尾

18 小田原 直樹 (福・小倉高） 61 60 馬場添 翔麻 (福･久留米高専) 7017 渡部 72 早瀬

19 藤丸 廉 (福･柳川高) 60 62 平川 知輝 (福･西南学院高) 7120 箕島 72 早瀬

20 箕島 永翼 (福･西南学院高) 64 26 岩見 78 片谷 63 早瀬 勇次 (福･柳川高) 7262 60
21 松原 真作 (福･柳川高) 鬼武 亮太 (福･九国大付高) 7323 宮野 73 鬼武

22 生嶋 拓也 (福･西南学院高) 63 62 武山 雄紀 (福･柳川高) 7423 宮野 74 武山

23 宮野 啓太 (福・八幡南高) 64 63 伊藤 圭吾 (福･西南学院高) 7526 岩見 78 片谷

24 田中 聖杏 (福･九国大付高) 60 60 大塚 泰祐 (福･久留米高専) 7624 田中 77 野見山

25 酒井 佑太郎 (福･福大大濠高) 60 60 野見山 烈 (福･ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 7726 岩見 78 片谷

26 岩見 直哉 (福･柳川高) 60 60 片谷 祥吾 (福･柳川高) 7840 光山 104 西
27 平岡 晃信 (福･柳川高) 61 62 加治 翔平 (福･折尾愛真TC) 7927 平岡 79 加治

28 樋口 大輝 (福･西南学院高) 62 62 益子 慎太郎 (福・柳川高) 8028 樋口 81 長末

29 井本 賢吾 (福・八幡南高) 64 W.O 長末 風海 (福･城東高) 8127 平岡 79 加治

30 今林 亜蘭 (福･海の中道M&T) 60 63 石井 哲 (福･香住ケ丘高) 8231 赤土 83 佐藤

31 赤土 佳 (福･柳川高) 60 61 佐藤 竜哉 (福･九国大付高) 8331 赤土 83 佐藤

32 新原 達哉 (福･九国大付高) 64 60 飯森 勇太 (福・柳川高) 84

33 加藤 翔真 (福・柳川高) 27 平岡 91 近藤 大山 雄大 (福･柳川高) 8533 加藤 63 63 86 大神

34 洲崎 航 (福･西南学院高) 61 W.O 大神 健一郎 (福･福大大濠高) 8633 加藤 88 小野

35 伊藤 純一 (福･I.T.S) 60 63 高崎 将吾 (福・八幡南高) 8735 伊藤 88 小野

36 横田 直暉 (福･久留米高専) 60 61 小野 寛之 (福･城東高) 8839 森下 91 近藤

37 井上 嵩宏 (福･城東高) 64 60 鶴 太智 (福･西南学院高) 8938 藤田 89 鶴
38 藤田 悠介 (福･九国大付高) 61 63 廣松 将平 (福･久留米高専) 9039 森下 91 近藤

39 森下 優介 (福･柳川高) 63 40 光山 104 西 60 近藤 翔英 (福･柳川高) 9161 63
40 光山 高史 (福･柳川高) 井上 誠吾 (福・柳川高) 9240 光山 92 井上

41 福永 健太 (福・八幡南高) 61 64 尾崎 弘晃 (福･折尾愛真TC) 9341 福永 93 尾崎

42 徳永 渉 (福･久留米高専) 60 97 小野田 W.O 楠田 悠介 (福･福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 9440 光山 62
43 本田 宗一朗 (福･柳川高) 63 山崎 健斗 (福･西南学院高) 9543 本田 95 山崎

44 阪東 博史 (福･城東高) 60 76(0) 園田 将悟 (福･城東高) 9645 首藤 97 小野田

45 首藤 哲平 (福･折尾愛真TC) 61 60 小野田 創 (福・柳川高) 97

46 佐藤 元気 (福･西南学院高)
40 光山 104 西 山岸 和功 (福･福大大濠高) 9847 百武 62 60 98 山岸

47 百武 龍馬 (福･柳川高) W.O 62 立石 敏明 (福･城東高) 9947 百武 98 山岸

48 国竹 正平 (福･ﾃﾆｽﾌﾟﾗﾝ75) 62 63 加藤 慶一 (福・柳川高) 100
49 大橋 101 古里

49 大橋 雄輝 (福･城東高) 62 64 古里 哲章 (福･西南学院高) 101
52 松沼 シード順位 104 西

50 ｻﾝﾃｨｱｺ ｻﾝﾁｪｽ (福・DIVO） 61 61 佐藤 大樹 (福･九国大付高) 102
50 ｻﾝﾃｨｱｺﾞ 1 塩田 裕司 102 佐藤

51 福田 航平 (福･西南学院高) 61 2 西 優馬 61 松隈 俊大 (福･久留米高専) 103
52 松沼 3 片谷 祥吾 104 西

52 松沼 豊人 (福・柳川高) 60 4 61 西 優馬 (福･柳川高) 104
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