
平成14年８月11日～　日

うつぼテニスセンター(西園）

選手名 所属

成瀬 廣亮 (東海・名古屋高)
1 1 鳥屋 智大 (東海・名古屋高)

成瀬・鳥屋

冨永 大志 (東海・名古屋高) 63 64
2 伊藤 佳祐 (東海・名古屋高)

髙橋 泰洋 (関東・浦和学院高)
3 朱 邦基 (関東・浦和学院高)

山内・富田

山内 裕也 (関東・湘南工大附高) 62 63
4 富田 真吉 (関東・湘南工大附高)

千葉 建二 (北海道・札幌藻岩高)
5 杉村 拓三 (北海道・札幌藻岩高)

千葉・杉村

岡本 光平 (北信越・敦賀気比高) 62 57 62
6 井上 賢典 (北信越・敦賀気比高)

千葉 裕一郎 (東北・原町高)
7 宗像 久仁彦 (東北・原町高)

大畑・渡邉

大畑 裕 (東海・静岡市立高) 64 61
7 8 渡邉 隼 (東海・庵原高)

浅野 弘辞 (九州・柳川高)
4 9 權 亨胎 (九州・柳川高)

浅野・權

木村 慎吾 (北海道・札幌日大高) 63 60
10 佐藤 一季 (北海道・札幌日大高)

坂口 達郎 (四国・高知高)
11 竹内 将人 (四国・高知高)

坂口・竹内

長岐 祐良 (東北・東奥義塾高) 62 57 64
12 竹下 直輝 (東北・八戸西高)

平木 慎太郎 (九州・九州国際大付属高)
13 日髙 英悟 (九州・春日西TC)

松田・新谷

松田 一輝 (関西・大阪産業大附高) 61 26 63
14 新谷 啓 (関西・大阪産業大附高)

川勝 洸太朗 (九州・柳川高)
15 佐藤 直樹 (九州・柳川高) 成瀬 廣亮 (東海・名古屋高)

1 鳥屋 智大 (東海・名古屋高)
畑・中山 酒井 克己 (九州・柳川高)

畑 亮介 (関西・仁川学院高) 61 61 2 森岡 佑介 (九州・柳川高)
5 16 中山 輔 (関西・仁川学院高) 佐藤 文平 (関東・東海大菅生高)

3 植木 竜太郎 (関東・東海大菅生高)
浅野 弘辞 (九州・柳川高)

決勝戦 4 權 亨胎 (九州・柳川高)
畑 亮介 (関西・仁川学院高)

No.1 成瀬・鳥屋 5 中山 輔 (関西・仁川学院高)
永野 泰介 (関東・朝日生命久我山SC)

6 宇井 啓 (関東・朝日生命久我山SC)
大畑 裕 (東海・静岡市立高)

No.2 瀬野・前原 7 渡邉 隼 (東海・庵原高)
永清 秀樹 (九州・柳川高)

8 田渕 諒 (九州・柳川高)

成瀬・鳥屋
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畑・中山

60 67(9) 63

浅野・權

61 61

大畑・渡邉

62 63

シード選手

63 64

成瀬・鳥屋

57 64 76(5)

成瀬・鳥屋

64 64

浅野・權

61 76(2)
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選手名 所属

永清 秀樹 (九州・柳川高)
8 17 田渕 諒 (九州・柳川高)

永清・田渕

溝内 洋 (四国・高松北高) 62 75
18 井下 裕之 (四国・高松北高)

今村 隆二 (九州・熊本高)
19 大塚 真之助 (九州・ﾏﾘｽﾄ学園高)

岩橋・磯田

岩橋 裕介 (北信越・新潟ｼﾞｬﾝﾎﾞITS) 63 64
20 磯田 秋児 (北信越・東京学館新潟高)

瀬野 圭紀 (関東・湘南工大附高)
21 前原 健太朗 (関東・湘南工大附高)

瀬野・前原

小山 祐輔 (九州・佐土原高) 76(6) 64
22 志賀 建哉 (九州・佐土原高)

穴田 裕介 (関西・明石城西高)
23 大西 顕 (関西・明石城西高)

穴田・大西

佐藤 文平 (関東・東海大菅生高) 62 63
3 24 植木 竜太郎 (関東・東海大菅生高)

永野 泰介 (関東・朝日生命久我山SC)
6 25 宇井 啓 (関東・朝日生命久我山SC)

戸田・山口

戸田 裕大 (東海・日本大学三島高) 63 64
26 山口 尚吾 (東海・日本大学三島高)

流田 浩邦 (中国・NBTG)
27 村田 清一 (中国・広陵高)

島村・田中

島村 直弥 (中国・西京高) 60 46 62
28 田中 将史 (中国・西京高)

鏑木 悠生 (関東・志津TC)
29 松本 啓亮 (関東・東海大浦安高)

大西・柴田

大西 敢 (関西・仁川学院高) 76(4) 16 61
30 柴田 亘 (関西・仁川学院高)

畠中 聡 (東海・四日市工業高)
31 北村 敦 (東海・四日市工業高)

畠中・北村

酒井 克己 (九州・柳川高) 75 26 76(4)
2 32 森岡 佑介 (九州・柳川高)

大出 康仁 (関東・荏原SSC)
1 石井 洪平 (関東・荏原SSC)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 森 慎司 (関西・清風高)
2 井藤 祐一 (関西・清風高)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫

大西・柴田

67(6) 63 62

補欠選手

大西・柴田

16 75 63

63 62

戸田・山口

46 63 76(1)

57 76(2) 64

瀬野・前原

瀬野・前原

62 63

瀬野・前原

岩橋・磯田

76(4) 64
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