
男子シングルス

1 原田 （宇土クラブ） 戸次 （　　　　　）　 63

2 bye bye 64

3 bye bye 65

4 金子 （ロッパチ） 高野 （JAM） 66

5 長坂（隼） （こぞのえ） 日笠山 （こぞのえ） 67

6 中隈 （宇美中） 櫻木 （ロッパチ） 68

7 上園 （　　　　　） 宗 （春日クラブ） 69

8 大山 （HMクラブ） 上田 （AKAMAクラブ） 70

9 bye 稲岡 （久留米高専） 71

10 田畑 （九大医学部） 稲富 （九大医学部） 72

11 田代 （西南学院大） 入江 （豊前JTC） 73

12 東 （豊前JTC） 猪俣 （西日本工業大） 74

13 井上 （　　　　　） 楠 （宇美中） 75

14 bye bye 76

15 中村 （サンクス） 山本 （ひかりくらぶ） 77

16 臼田 （香椎卓球クラブ） 龍 （西南学院大） 78

17 bye bye 79

18 江口 （　　　　　） 大盛 （　　　　　）　 80

19 三角 （やまもも卓球クラブ） 岡田 （宇土クラブ）　 81

20 尾崎 （ひかりくらぶ） 江頭 （宇美中） 82

21 河本 （　　　　　） 福田 （西南学院大） 83

22 bye bye 84

23 江藤 （豊前JTC） 本多（渚） （こぞのえ） 85

24 篠原 （西南学院大） 栗原 （T.T.Sヒライ） 86

25 bye 松岡 （　　　　　）　 87

26 冨田 （　　　　　） 石走 （筑陽学園） 88

27 下山 （JAM） 佐護 （ロッパチ） 89

28 藤島 （AKAMAクラブ） 神田 （　　　　　）　 90

29 城丸 （こぞのえ） 本多（宰） （こぞのえ） 91

30 北村 （　　　　　） bye 92

31 芝田 （西日本工業大） 向山 （豊前JTC） 93

32 平井 （T.T.Sヒライ） 深川 （谷口卓球）　 94

33 bye bye 95

34 門田 （　　　　　） 堤 （九大医学部） 96

35 佐藤 （こぞのえ） 小屋野 （豊前JTC） 97

36 松本 （豊前JTC） 中里 （ロッパチ） 98

37 堀川 (宇美中） 原田 （宇美中） 99

38 大黒 （西南学院大） bye 100

39 長坂 （東福岡） 大田 （こぞのえ）　 101

40 金重 （九州産業大） 江口 （やまもも卓球クラブ） 102

41 bye bye 103

42 大村 （ロッパチ） 西倉 （　　　　　）　 104

43 上杉 （やまもも卓球クラブ） 荒木 （鎮西浄庵） 105

44 間 （豊前JTC） 柿添 （　　　　　）　 106

45 藤田 （　　　　　） 猪ノ元 （豊前JTC） 107

46 bye bye 108

47 竹尾（玲） （西日本工業大） モンタニョ （　　　　　）　 109

48 吉川 （JAM） 角田 （豊前JTC） 110

49 bye bye 111

50 祝 （春日高校） 長坂（弥） （こぞのえ） 112

51 石走 （久留米大） 宇土 （HMクラブ） 113

52 長尾 （西南学院大） 佐藤 （　　　　　）　 114

53 金田 （九大医学部） 仲田 （宇美中） 115

54 bye bye 116

55 桑原 （ロッパチ） 安川 （JAM） 117

56 本田 （春日クラブ） 樽水 （九州産業大）　 118

57 溝上 （野間中） 宮田 （ロッパチ） 119

58 川田 （宇美中） 大津 （こぞのえ） 120

59 関島 （　　　　　） 重松 （西南学院大） 121

60 bye bye 122

61 bye bye 123

62 江口 （豊前JTC） 竹尾（幹） （西日本工業大） 124



男子ダブルス

1 岡田・原田 （宇土クラブ） 向山・江口 （豊前JTC） 25

2 bye bye 26

3 桑原・宮田 （ロパッチ） 大津・本多 （こぞのえ） 27

4 間・松本 （豊前JTC） 上園・神田 （　　　　　） 28

5 日笠山・長坂 （こぞのえ） 重松・長尾 （西南学院大） 29

6 宗・本田 （春日クラブ） 樽水・金重 （九州産業大） 30

7 龍・篠原 （西南学院大） 大山・宇土 （H・Mクラブ） 31

8 bye 田畑・稲富 （九大医学部） 32

9 北村･荒木 （鎮西浄庵） 中里・大村 （ロパッチ） 33

10 小屋野・東 （豊前JTC） 関島・西倉 （　　　　　） 34

11 佐藤・本多 （こぞのえ） bye 35

12 吉川・安川 （JAM） 深川・臼田 （谷口・香椎卓球） 36

13 猪俣・竹尾 （西日本工業大） 栗原・平井 （T.T.Sヒライ） 37

14 bye bye 38

15 堤・金田 （九大医学部） 石走・石走 （久留米大・筑陽） 39

16 江口・時川 （やまもも卓球クラブ） 田代・大黒 （西南学院大） 40

17 大盛・井上 （　　　　　） 大田・城丸 （こぞのえ） 41

18 山本・尾崎 （ひかりくらぶ） 桑原・櫻木 （ロパッチ） 42

19 角田・江藤 （豊前JTC） 下山・高野 （JAM） 43

20 冨田・佐藤 （　　　　　） 上田･藤島 （AKAMAクラブ） 44

21 佐護・金子 （ロパッチ） 上杉・三角 （やまもも卓球クラブ） 45

22 長坂・長坂 （こぞのえ） 入江・猪ノ元 （豊前JTC） 46

23 bye bye 47

24 戸次・モニタニョ （　　　　　） 竹尾・芝田 （西日本工業大） 48


