平成３０年度 福岡県高校総体テニス選手権大会南部ブロック予選会 個人戦 男子シングルス
決勝

1

尹

2

準煕 (柳川)

平成30年４月21日(土)･22日(日)･28日(土)･29日(日)･30日(祝月)･５月３日(祝木)･４日(祝金)･５日(祝土) 筑後広域公園・大牟田港緑地運動公園・諏訪公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

３位決定

７～８位決定

敏衡 (柳川) 37

73

小川 智裕 (柳川)

甲木 雄大 (久学)

河口 聖哉 (八学) 38

74

河野

翔 (新世)

瀬戸口 祐輝 (明善) 110

3

馬場 優也 (小郡)

日髙 宏野 (附設) 39

75

石橋 優樹 (樟風)

國武 雄一朗 (久専) 111

4

高橋 健太 (八女)

月足 直斗 (八農) 40

76

東

真杜 (八工)

小川 修平 (有専) 112

5 一瀬 謙太郎 (三井)

彌永 崇文 (八工) 41

77

川上 真生 (小郡)

佐藤 省吾 (伝習) 113

6

本田 海斗 (福島) 42

78

中井 龍二 (久専)

上山

7 三小田 剛輔 (伝習)

中園

79

角田 悠揮 (久学)

荻野 浩太郎 (福島) 115

8 中山 翔太郎 (三池)

下河 拓雄 (樟風) 44

80 仁田原 右京 (福島)

髙松 哲成 (久学) 116

9

八田 将太 (八工)

井町 泰志 (久米) 45

81

川原 達也 (八農)

金光 裕生 (新世) 117

10 吉崎 隆成 (柳川)

松田 透空 (柳川) 46

82

川尻 大空 (柳川)

酒井 俊輔 (柳川) 118

11 湯川 直紀 (明善)

川浪 礼士 (八学) 47

83

森

亜勉 (三井)

熊谷 陽紀 (八女) 119

12 田中 竜太郎 (樟風)

柿本 侑輝 (久専) 48

84

辻

真弘 (附設)

山本 達真 (八学) 120

13 松尾 佳知 (八農)

野村 勇樹 (新世) 49

85

池部 将矢 (久米)

酒見 竜平 (樟風) 121

14 徳本 大輝 (有専)

中村 紀尋 (久学) 50

86

岡 健太郎 (伝習)

真鍋 達哉 (三池) 122

15 荻島 雅弘 (新世)

森園

87

中村

玲 (八女)

廣瀬 亮太 (久米) 123

飯田 輝大 (附設)

李

５～６位決定

仁 (三池) 43

凜 (小郡) 51

新出 悠月 (柳川) 109

宙 (三井) 114

16 吉田 寛一 (福島)

津留﨑 虹希 (明善) 52

88 権藤 亜久利 (八学)

大城 大聖 (八農) 124

17 野田 楓人 (久専)

宮崎 翔太 (八女) 53

89 國武 雄一朗 (久専)

山口 泰誠 (八工) 125

18 村島 涼太 (八学)

井上 貴裕 (柳川) 54

90

森田 拓統 (明善)

古賀 聖基 (柳川) 126

19 七尾 岳俊 (柳川)

松尾 彗史 (柳川) 55

91

小澤 夏輝 (柳川)

牛島 啓多郎 (八学) 127

20 江崎 隆太 (八工)

紫牟田 楓也 (新世) 56

92

中村 俊介 (久学)

佐藤 義人 (小郡) 128

龍 (三井)

池田 宙夢 (樟風) 57

93

種田 泰成 (伝習)

川﨑 瑛生 (附設) 129

功季 (明善)

金納 公太朗 (八学) 58

94

轟

凜 (附設)

小池 亮平 (樟風) 130

(久専)

田原 拓海 (三井) 59

95

鈴木 拓馬 (福島)

黒田 響喜 (八工) 131

24 牛島 諒一郎 (八学)

行徳 雄真 (小郡) 60

96

安上 晃生 (明善)

古俣 和輝 (八女) 132

25 髙木 俊汰 (小郡)

豊福 侑史 (明善) 61

97

益坂 友大 (新世)

廣田 一隼 (久米) 133

26

榊

謙斗 (三池)

西口 鉄平 (福島) 62

98

原口 祥英 (八学)

笹木 駿佑 (三池) 134

27

岸

優佑 (附設)

増田 稜生 (柳川) 63

99 長谷川 鷹丸 (柳川)

浅海 裕一 (柳川) 135

28 古賀 祭月 (樟風)

服部 太陽 (八女) 64

100 馬場 来希 (小郡)

井上 敬介 (有専) 136

29 松田 雄樹 (新世)

高瀬

101 加藤

輝 (西短)

松尾 優希 (明善) 137

30 古賀 友裕 (八農)

磯田 昴明 (有専) 66

102 江口 優真 (八工)

鶴岡 友斗 (三井) 138

31 古賀 隆一 (伝習)

髙浪

豪 (久学) 67

103 山路 俊介 (三池)

山口 将也 (西短) 139

32 浅川 昌弘 (八女)

城島 匡佑 (八農) 68

104 嘉永 耕作 (有専)

池田 陸斗 (久学) 140

33 網屋 拓輝 (久米)

青木 優志 (伝習) 69

105 中谷 優希 (三井)

小島 大務 (久専) 141

34 秋山 真大 (福島)

原口 拓巳 (久米) 70

106 内野 聖大 (久専)

本村 龍信 (八農) 142

35 馬場 政一郎 (有専)

塚本

航 (三池) 71

107 佐野

光 (久米)

井口 恒聖 (伝習) 143

36 小田 龍輝 (柳川)

堤野 真司 (柳川) 72

108 片山

創 (柳川)

中留 諒太 (柳川) 144

21

太田

22

笠

23

佐藤 吹

開 (附設) 65

