
【男子５０歳以上】
平成30年度西日本シニアソフトテニス選手権大会

平成30年6月24日（日）
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート

府県 所属 府県 所属
加藤　健治 愛知 葵クラブ 津吉　茂 愛媛 愛媛にぎたつクラブ
藤井　忠彦 愛知 知立連盟 増田　長幸 広島 広島クラブ
小川　清光 宮崎 Y'z 清水　好則 大分 杵築市ソフトテニスクラブ

図師　芳和 宮崎 Y'z 2 井上　英樹 大分 どんぐり会
北室　隆志 大阪 箕面クラブ 2 R 塚本　元 大阪 大阪ガス
柳澤　光彦 大阪 箕面クラブ 0 井上　恵司 大阪 大阪ガス

前田　文博 佐賀 伊万里市役所
R 真﨑　光晴 佐賀 小城クラブ

府県 所属
北川　学 佐賀 小城ソフトテニス協会 府県 所属

高園　都美男 岐阜 航空自衛隊岐阜基地 0 3 蒲原　直大 福岡 NEXUS
今井　亨 徳島 那賀川ＦＯＲＴＹ 2 0 阿部　一成 福岡 福岡クラブ
旭　哲哉 徳島 那賀川ＦＯＲＴＹ 1 松尾　洋介 宮崎 宮崎ソフトテニスクラブ

志田　健司 長崎 諫早市連盟 2 鶴田 務 宮崎 宮崎県庁ソフトテニスクラブ

竹下　滋明 滋賀 高島ＳＴＡ 佐藤　英宣 愛知 トヨタ自動車
日置　大造 愛知 名教クラブ

府県 所属 2
山田　和夫 大分 どんぐり会 1 3 府県 所属
西村　和博 福岡 ＫＥＮＫＯクラブ 原　秀樹 徳島 那賀川ＦＯＲＴＹ
佐藤　浩明 宮崎 延岡テニスマンクラブ  3 一ツ松　由至 徳島 那賀川ＦＯＲＴＹ
山口　久男 宮崎 三球軟式庭球部 R 高本　雄司 熊本 松橋クラブ
西村　収 京都 京都市役所 宮﨑　克明 佐賀 ケンコークラブ

大坪　浩司 京都 衣笠クラブ 3 外薗　孝 大阪 高石ＣＣ
東　勝久 大阪 ラリークラブ

府県 所属
濵田　正一 和歌山 教友クラブ
堀江　正純 和歌山 教友クラブ 府県 所属
坂　直樹 愛知 守山クラブ 永奥　秀敏 広島 広島中央クラブ
坂　敦司 愛知 守山クラブ 伊藤　和彦 広島 広島中央クラブ

磯部　幸彦 大分  ＰＰＣ佐賀関製錬所 3 0 田﨑　利文 大阪 箕面サングリーン
阿部　陽二 大分 どんぐり会 0 村田　敏宣 大阪 交野市ソフトテニス連盟

2 福留　明人 鹿児島 出水クラブ
府県 所属 2 豊巻　浩司 鹿児島 なんさつファミリー

稲盛　裕 兵庫 緑蔭クラブ 3
田中　彰司 京都 ＪＴ関西 府県 所属
小河　悟 福岡 福岡クラブ 0 足立　大作 愛知 ウイングクラブ

平元　隆裕 福岡 福岡クラブ 0 山崎　徳夫 愛知 豊橋ちぎりクラブ
中武　稔 宮崎 宮崎ソフトテニスクラブ  荒木　伸二 熊本 天草ジュニアソフトテニスクラブ

平山　勉 宮崎 都城市役所ソフトテニス部 島津　勇一郎 長崎 親和銀行
3 2 塘内　正美 熊本 菊池郡市協会

府県 所属 1 米村　真也 熊本 菊池郡市協会
森川　一 香川 暁星

奥嶋　左京 愛媛 愛媛にぎたつ 3 0 府県 所属
新田　一法 京都 衣笠クラブ 砂口　賢 鳥取 城山クラブ
槌道　薫 京都 らくとうクラブ 1 吉儀　純一 島根 中国電力島根

池田　優司 熊本 九州電力熊本 2 岡本　高行 大阪 吹田クラブ
山本　健司 熊本 帯山クラブ 2 R 真壁　賢治 大阪 吹田クラブ

2 2 1 皆森　茂成 宮崎 都城商業高校ＯＢソフトテニスクラブ

府県 所属 松元　誠二 福岡 福岡市役所
倉橋　邦男 広島 楽くらぶ 酒井　通義 大分 大分県立三重総合高等学校

海口　真 広島 広島中央クラブ 広瀬　昭一 大分 つくみサンクラブ
木股　道昭 愛知 知立連盟 1
富板　孝司 愛知 知立連盟
鮫嶋　豊美 鹿児島 鹿児島県庁ソフトテニス部 2

紙屋　大次朗 鹿児島 SOOクラブ
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