
【男子５５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
礒野　晴幸 徳島 阿南クラブ 2 河野　芳樹 広島 藤の木クラブ
谷本　満裕 徳島 大神子病院 0 高井　英生 福岡 サンデークラブ
異儀田　実 福岡 田川ソフトテニス連盟 0 友澤　道明 愛媛 道後庭球連盟
森本　敏史 福岡 戸畑クラブ 正岡　信二 愛媛 道後庭球連盟
大嶋　欣也 岡山 しらかべクラブ 1 深津　弘樹 愛知 みよし市役所
宮地　郁夫 岡山 しらかべクラブ 1 堀部　秀治 愛知 NTT名古屋

府県 所属 府県 所属
川下　貴弘 大阪 吹田クラブ 1 三村　正治 広島 藤の木クラブ
木下　弘 大阪 ラリークラブ 2 2 下瀬　浩 広島 藤の木クラブ

矢野　恭伸 広島 福山市職労 向大野　宗宏 熊本 ブルースカイ
関口　壽 広島 楽くらぶ 山崎　隆一 熊本 木綿葉会

興梠　祥一 宮崎 Ｐａｉｒ 2 安藤　哲雄 兵庫 高丘クラブ
土井　浩 宮崎 三球軟式庭球部 2 R 久松　篤 兵庫 みなと銀行

1
府県 所属 府県 所属

山本　幸輝 三重 百五銀行 2 黒岩　真次 宮崎 宮崎ソフトテニスクラブ
牧野　正巳 愛知 桜台クラブ 鹿島　庄一郎 宮崎 都城商業高校ＯＢソフトテニスクラブ

寺尾　恒則 愛媛 宇和島ソフトテニス連盟 熊倉　高志 香川 若水
永井　洋二 愛媛 愛媛にぎたつクラブ 丸岡　昇司 香川 ＪＲ四国
大前　秀樹 広島 広島市役所 0 細川　健一 大阪 パナソニックエコソリューションズ

宮原　俊文 広島 日本製鋼所 0 2 須藤　明 大阪 寝屋川市ソフトテニス協会

府県 所属 府県 所属
荒木　義幸 熊本 苓北クラブ 3 上崎　博 広島 広島クラブ
松本　宣博 熊本 宇土クラブ 0 1 蒲原　英敏 広島 マツダ
菅沼　克敏 愛知 あすなろクラブ 3 三尾　浩二 愛知 三菱自動車岡崎
若佐　昇 兵庫 宝塚クラブ 金本　智 愛知 菱友クラブ

向井　和浩 福岡 KENKOクラブ 1 1 佐藤　久康 大分 ワインクラブ
徳永　浩美 福岡 糟屋クラブ 0 林　克則 大分 新日鐵住金大分
鐘築　宏之 島根 真幸会

小野川　昭彦 広島 広島中央クラブ 府県 所属
1 毛利　久志 愛媛 愛媛県庁

府県 所属 本林　良章 大阪 ＮＴＴ西日本関西
和田　博明 兵庫 神戸山手クラブ 1 陰山　吉春 広島 藤の木クラブ
守本　泰秀 兵庫 西脇クラブ 新宅　浩二 広島 藤の木クラブ
深谷　和章 島根 湊山クラブ R 1 0 新増　健一 宮崎 都城商業高校ＯＢソフトテニスクラブ  

岩切　和弘 宮崎  日向市ソフトテニス連盟  1 久保　宏毅 鹿児島 清水ベアーズ
平川　忠男 広島 福山市職労 0
高橋　一郎 広島 福山市職労 府県 所属

3 渡辺　亮二 岡山 岡山県庁
橋本　昌明 岡山 総社庭球クラブ

1 金子　親敏 福岡 那珂川クラブ
永松　康嗣 福岡 那珂川クラブ
稲子　吉秀 兵庫 芦屋クラブ
渡辺　裕之 京都 城陽クラブ
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