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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M15107  

エキスパートパワーシズオ

カ 江原 弘泰 [1]

1 M09849  イカイ 野口 政勝 江原 弘泰 [1]

    野口 政勝

2    Bye 1  江原 弘泰 [1]

M13957  リコー 喜多 元明  野口 政勝

3 M20936  リコー 齋藤 聖真 喜多 元明 6-0 6-1

M129282  亜細亜大学 市野瀬 楓 齋藤 聖真  

4 M112796  亜細亜大学硬式テニス部 芳谷 仁 6-0 6-1 江原 弘泰 [1]

M52573  亜細亜大学 浅海 裕一  野口 政勝

5 M146833  亜細亜大学 齋藤 晶斗 日熊 丈瑠 6-3 3-6 [10-5]

M128911  上武大学 日熊 丈瑠 熊倉 俊輔  

6 M690331  上武大学 熊倉 俊輔 6-1 7-6(3) 金城 充 [6]

M50571  テニスユニバース 栗田 健太  金城 光

7 M20132  HOS TENNIS 石川 頌季 金城 充 [6] 6-1 6-2

M50208 WC 三友スポーツマネジメント 金城 充 [6] 金城 光  

8 M16953  殿山テニスガーデン 金城 光 7-5 6-4 楠原 悠介 [3]

M50154  伊予銀行 楠原 悠介 [3]  河野 優平

9 M21374  伊予銀行 河野 優平 楠原 悠介 [3] 6-4 6-2

    河野 優平  

10    Bye 3  楠原 悠介 [3]

M22580  プロ・フリー 中西 聖也  河野 優平

11 M17993  エヌ・プランニング 安田 純 中西 聖也 6-1 6-1

M18079  テニスハウスfun 君島 洋一 安田 純  

12 M17733  テニスハウスfun 福岡 勇成 6-3 6-3 楠原 悠介 [3]

M60300  近畿大学 河野 甲斐  河野 優平

13 M133039  近畿大学 田口 涼太郎 河野 甲斐 6-1 6-4

M21092  y'sテニススクール 古谷 拓 田口 涼太郎  

14 M702829  y'sテニススクール 木下 幾太 6-2 6-1 河野 甲斐

M19046  リコー 大和田 秀俊  田口 涼太郎

15 M21129  リコー 小林 雅哉 大和田 秀俊 7-5 6-4

M50610  伊予銀行 大塚 健太郎 [8] 小林 雅哉  

16 M19574  伊予銀行 弓立 祐生 6-2 1-6 [10-7] 楠原 悠介 [3]

M18290  テニスユニバース 上杉 哲平 [7]  河野 優平

17 M52781  佐鳴台ローンテニスクラブ 髙田 航輝 上杉 哲平 [7] 6-3 6-3

M52529  エストTC 平林 諒 髙田 航輝  

18 M52562  ACE TC 稲村 啓和 7-5 6-1 上杉 哲平 [7]

M50395  ACE Tennis Club 古谷 和真  髙田 航輝

19 M21757  AmpersandTA 水渕 功誠 松田 龍樹 6-3 4-6 [13-11]

M50257  JACテニスパーク炭山 松田 龍樹 白石 光  

20 M52066  早稲田大学 白石 光 6-4 6-1 川橋 勇太

M51653  マイシン 川橋 勇太  柚木 武

21 M52516  チームralosso 柚木 武 川橋 勇太 6-2 6-3

M20702  テニス ハウス fun 竹内 健人 柚木 武  

22 M20598  SFC 藤森 和哉 6-1 6-3 川橋 勇太

     柚木 武

23    Bye 4 河内 一真 [4] 6-3 3-6 [10-7]

M17637 WC プロ・フリー 河内 一真 [4] 鈴木 昂  

24 M10593  イカイ 鈴木 昂  竹島 駿朗 [2]

M18593  Team REC 守谷 総一郎 [5]  菊池 玄吾

25 M21935  プロ・フリー 小倉 孝介 守谷 総一郎 [5] 4-6 6-3 [11-9]

M50689  あきやま病院 松村 亮太朗 小倉 孝介  

26 M129034  荏原SSC 竹田 耀 w.o. 守谷 総一郎 [5]

M51934  Team Win 尾島 萌杜  小倉 孝介

27 M50190  田川テニスクラブ 高田 真緒 尾島 萌杜 6-3 6-4

M18204  LUCENT ATHLETE WORKS 加藤 隆聖 高田 真緒  

28 M50261  ノア･インドアステージ 梅岡 優大 6-3 1-6 [10-8] 竹島 駿朗 [2]

M52160  上武大学 三井 優太  菊池 玄吾

29 M84661  上武大学 小町谷 恵輔 只木 信彰 6-3 6-4

M12019  リコー 只木 信彰 芝田 雅司  

30 M11673  リコー 芝田 雅司 4-6 7-5 [10-6] 竹島 駿朗 [2]

     菊池 玄吾

31    Bye 2 竹島 駿朗 [2] 6-2 3-6 [10-5]

M17175 WC Team REC 竹島 駿朗 [2] 菊池 玄吾  

32 M17047  

エキスパートパワーシズオ

カ 菊池 玄吾  
    

   


