
選手登録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者 

M20526  108 HOS小阪テニスクラブ 大西 賢人 [1] 

1 M17733  98 テニスハウスfun 福岡 勇成 大西 賢人 [1] 

     福岡 勇成 

2     Bye  木村 航平 

M50234   近畿大学附属高校 木村 航平  神谷 和輝 

3 M21356  658 清風高校 神谷 和輝 木村 航平 6-4 6-4  

     神谷 和輝  

4     Bye  小倉 孝介 [10] 

      藤井 颯大 Q1 

5     Bye 濱口 昌孝 6-2 6-1  

M50952 WC 658 清風高校 濱口 昌孝 西森 渉馬  

6 M50406  474 京都外大西高等学校 西森 渉馬  小倉 孝介 [10] 

      藤井 颯大 

7     Bye 小倉 孝介 [10] 4-6 6-4 [10-7]  

M21935  252 早稲田大学 小倉 孝介 [10] 藤井 颯大  

8 M21821  209 同志社国際高校 藤井 颯大  

M20848  118 GASCTT 原田 祐樹 [2]  

9 M18793  114 東京JTTC 國吉 大輝 原田 祐樹 [2] 

     國吉 大輝 

10     Bye  原田 祐樹 [2] 

M51212  238 大阪成蹊大学 有村 雄治  國吉 大輝 

11 M21959  959 大阪体育大学 柿本 陽輝 有村 雄治 6-4 6-1  

     柿本 陽輝  

12     Bye  今村 昌倫 [11] 

      小清水 拓生 Q2 

13     Bye 中屋敷 勇人 6-2 7-6(1)  

M52287  577 テニスクラブ コ･ス･パ三国ヶ丘 中屋敷 勇人 橋本 大都  

14 M51741  577 羽衣学園高等学校 橋本 大都  今村 昌倫 [11] 

      小清水 拓生 

15     Bye 今村 昌倫 [11] 6-2 6-0  

M20062  290 清風高校 今村 昌倫 [11] 小清水 拓生  

16 M21419  290 清風高校 小清水 拓生  

M50610 WC 134 神戸学院大学 大塚 健太郎 [3]  

17 M51288  140 神戸学院大学 石川 希望 大塚 健太郎 [3] 

     石川 希望 

18     Bye  大塚 健太郎 [3] 

M20466 WC  立命館大学 安井 優貴  石川 希望 

19 M21747   立命館大学 榊原 颯 安井 優貴 6-1 4-6 [11-9]  

     榊原 颯  

20     Bye  山中 瑠樹亜 

      村田 龍紀 Q3 

21     Bye 山中 瑠樹亜 6-4 7-5  

M51460   相生学院高等学校 山中 瑠樹亜 村田 龍紀  

22 M21841  375 相生学院高校 村田 龍紀  山中 瑠樹亜 

      村田 龍紀 

23     Bye 楠部 佑真 [16] 6-2 7-5  

M21082  682 近畿大学 楠部 佑真 [16] 豊嶋 一樹  

24 M19106  202 近畿大学 豊嶋 一樹  

M21628  156 星田テニスクラブ 久留 広平 [4]  

25 M20152  127 tennis egg 今村 宗士 久留 広平 [4] 

     今村 宗士 

26     Bye  山崎 星哉 

M21657  577 ウィング 山崎 星哉  野口 雄太郎 

27 M21444   WATS 野口 雄太郎 山崎 星哉 6-3 6-4  

     野口 雄太郎  

28     Bye  佐藤 魁 

      山村 大智 Q4 

29     Bye 佐藤 魁 6-4 7-5  

M51385  658 大阪体育大学 佐藤 魁 山村 大智  

30 M50725  573 大阪体育大学 山村 大智  佐藤 魁 

      山村 大智 

31     Bye 浅見 将史 [13] 6-3 6-2  

M52471  577 与野テニスクラブ 浅見 将史 [13] 田之上 晴樹  

32 M18438  99 テニスハウスfun 田之上 晴樹  
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M19675  167 リビエラ逗子マリーナTS 松岡 晃平 [5]  

33 M15473  168 荏原湘南スポーツセンター 笠原 由麻 松岡 晃平 [5] 

     笠原 由麻 

34     Bye  宮井 優輔 

M20689   WATS 宮井 優輔  曽川 大輔 

35 M52615   星田テニスクラブ 曽川 大輔 宮井 優輔 3-6 6-2 [10-2]  

     曽川 大輔  

36     Bye  宮井 優輔 

      曽川 大輔 Q5 

37     Bye 宮口 滉平 1-6 7-5 [10-6]  

M52120  565 京都外大西高等学校 宮口 滉平 末吉 悠人  

38 M52126  821 京都外大西高等学校 末吉 悠人  岡垣 光祐 [15] 

      木元 達也 

39     Bye 岡垣 光祐 [15] 6-2 6-1  

M50157  445 岡山理大附属高校 岡垣 光祐 [15] 木元 達也  

40 M50179  321 岡山理大附属高校 木元 達也  

M18437 WC 263 ノア･インドアステージ 小村 拓也 [6]  

41 M10932  84 JR北海道 篠川 智大 小村 拓也 [6] 

     篠川 智大 

42     Bye  小村 拓也 [6] 

M21739   福井県テニス協会 上森 翔太  篠川 智大 

43 M21738  262 近畿大学 合田 健人 上森 翔太 6-1 6-3  

     合田 健人  

44     Bye  小村 拓也 [6] 

      篠川 智大 Q6 

45     Bye 村井 裕樹 6-2 6-1  

M51864   登戸サンライズテニスコート 村井 裕樹 海野 慎吾  

46 M20118  129 サンスクエアテニスカレッジ 海野 慎吾  中川 敬祐 [14] 

      仁坂 拓未 

47     Bye 中川 敬祐 [14] 7-6(7) 6-2  

M51211  426 大阪体育大学 中川 敬祐 [14] 仁坂 拓未  

48 M21316  300 大阪体育大学 仁坂 拓未  

M52119  236 近畿大学 恒松 優也 [7]  

49 M18499  119 JR北海道 秋本 恭幸 恒松 優也 [7] 

     秋本 恭幸 

50     Bye  恒松 優也 [7] 

M52581   岡山理大附属高校 合田 渚  秋本 恭幸 

51 M52588   岡山理大附属高校 岡田 星翔 合田 渚 6-0 6-2  

     岡田 星翔  

52     Bye  恒松 優也 [7] 

      秋本 恭幸 Q7 

53     Bye 中原 大志 6-4 6-2  

M50534  449 テニスユニバース 中原 大志 岡村 拓人  

54 M51854   清風高校 岡村 拓人  中原 大志 

      岡村 拓人 

55     Bye 中留 諒太 [12] 6-2 6-4  

M51418  277 パブリックテニス小倉 中留 諒太 [12] 市川 和樹  

56 M51331  356 京都外大西高等学校 市川 和樹  

M14110  180 甲子園テニススクール 宝納 和則 [8]  

57 M21395  180 アクトス 山崎 純一 宝納 和則 [8] 

     山崎 純一 

58     Bye  山尾 玲貴 

M52099 WC 682 立命館大学 古川 将樹  橋川 泰典 

59 M21510  426 立命館大学 家邉 聖治 山尾 玲貴 6-1 6-1  

M51845   柳川高校 山尾 玲貴 橋川 泰典  

60 M51056  260 四日市工業高校 橋川 泰典 7-5 6-1  山尾 玲貴 

      橋川 泰典 Q8 

61     Bye 瀧本 怜央 6-4 6-3  

M21745 WC 1075 立命館大学 瀧本 怜央 髙橋 直種  

62 M20580   立命館大学 髙橋 直種  瀧本 怜央 

      髙橋 直種 

63     Bye 大野 翼 [9] 6-3 6-2  

M50458  240 相生学院高等学校 大野 翼 [9] 金子 拓矢  

64 M21527  191 相生学院高校 金子 拓矢  
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