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St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 23 伊予銀行 楠原 悠介 [1]

1  27 伊予銀行 河野 優平 楠原 悠介 [1]

    河野 優平

2    Bye 1  楠原 悠介 [1]

 118 y'sテニススクール 古谷 拓  河野 優平

3   エストTC 小沢 涼太 古谷 拓 6-0 6-1

  亜細亜大学 加藤木 優人 小沢 涼太  

4   亜細亜大学 松元 翔一郎 7-5 6-4 楠原 悠介 [1]

  関東学院大学 村上 淳一  河野 優平

5   OGINET 眞家 宏輔 田中 謙伍 6-4 6-2

 168 テニスハウスfun 田中 謙伍 髙田 航輝  

6  83 テニスハウスfun 髙田 航輝 6-2 6-2 田中 謙伍

 527 上武大学 冨田 拓海  髙田 航輝

7   

※その他 （所属団体名が見つからない方はこちらを選択ください。後日ご連絡させていた

だきます。） 畠山 知 有村 雄治 [7] 6-1 6-4

 86 大阪成蹊大学 有村 雄治 [7] 田代 悠雅  

8  71 SYSテニスクラブ 田代 悠雅 5-7 6-3 [10-4] 楠原 悠介 [1]

 60 近畿大学 田口 涼太郎 [4]  河野 優平

9  49 三友スポーツマネジメント 金城 充 田口 涼太郎 [4] 6-4 6-4

 77 神田歯科医院 梅岡 優大 金城 充  

10  158 ノア･インドアステージ 田中 秀明 6-3 6-4 田口 涼太郎 [4]

 125 日本大学 中野 龍一郎  金城 充

11  171 日本大学 石垣 秀悟 中野 龍一郎 2-6 6-0 [10-6]

 439 東京国際大学 中台 凱翔 石垣 秀悟  

12  112 東京国際大学 佐藤 大耀 6-1 4-6 [10-6] 中川 舜祐 [8]

 92 日本大学 小川 智裕  弓立 祐生

13  84 日本大学 片山 楓 小川 智裕 6-3 6-1

  

※その他 （所属団体名が見つからない方はこちらを選択ください。後日ご連絡させていた

だきます。） 新垣 礼斗 片山 楓  

14   東京都TA 関口 剛叶 6-2 6-2 中川 舜祐 [8]

 62 チームralosso 中西 聖也  弓立 祐生

15  127 シグマクシス 尾島 萌杜 中川 舜祐 [8] 6-3 6-7(5) [11-9]

 101 伊予銀行 中川 舜祐 [8] 弓立 祐生  

16  65 伊予銀行 弓立 祐生 6-2 6-1 楠原 悠介 [1]

 85 リコー 小林 雅哉 [6]  河野 優平

17  59 リコー 芝田 雅司 小林 雅哉 [6] 7-6(3) 7-6(3)

 412 ひばりヶ丘新豊TC 倉中 陽大 芝田 雅司  

18   亜細亜大学 宮﨑 創 6-0 6-1 堀内 竜輔

WC 53 トップラン 末岡 大和  齋藤 聖真

19  141 トップラン 阿多 竜也 堀内 竜輔 6-1 6-2

WC 142 プロ・フリー 堀内 竜輔 齋藤 聖真  

20  81 リコー 齋藤 聖真 6-4 6-2 白藤 成

 117 東京国際大学 手塚 有莉  藤原 智也

21  161 東京国際大学 植田 涼太 手塚 有莉 6-2 6-3

 90 テニス ハウス fun 竹内 健人 植田 涼太  

22  90 SFC 藤森 和哉 6-0 6-3 白藤 成

 170 慶應義塾大学 白藤 成  藤原 智也

23  57 慶應義塾大学 藤原 智也 白藤 成 7-5 6-2

 41 Team REC 竹島 駿朗 [3] 藤原 智也  

24  25 エキスパートパワーシズオカ 菊池 玄吾 7-6(3) 4-6 [11-9] 白石 光 [2]

 72 リコー 喜多 元明 [5]  野口 政勝

25  70 リコー 大和田 秀俊 喜多 元明 [5] 7-5 6-3

 399 亜細亜大学 真中 翔楊 大和田 秀俊  

26   亜細亜大学 鈴木 克俊 6-0 6-1 喜多 元明 [5]

  フィールTS大森 山本 夕暉  大和田 秀俊

27  327 GGF-T 村井 裕樹 三井 優太 6-3 6-4

 96 上武大学 三井 優太 小町谷 恵輔  

28  113 上武大学 小町谷 恵輔 w.o. 白石 光 [2]

WC 263 日本大学 上野山 大洋  野口 政勝

29  106 上武大学 青木 源 上野山 大洋 6-2 6-0

  sun TA 湘南 竹村 大樹 青木 源  

30   sun TA 湘南 綿貫 友哉 6-4 6-4 白石 光 [2]

 105 駒澤大学 吉田 響介  野口 政勝

31  172 福島けんしん 工藤 颯人 白石 光 [2] 7-5 6-3

 24 早稲田大学 白石 光 [2] 野口 政勝  

32  29 エキスパートパワーシズオカ 野口 政勝 6-2 6-2

    

   


