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St. 所属団体 関東登録番号 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 緑ヶ丘TG 3126446 轟 佑介 [1] 

1  JITC 3127740 馬渕 逸希 轟 佑介 [1]

 VIP TA 3127836 村瀬 陽太郎 馬渕 逸希

2  麻布学園中学校 3129781 津野 迦成 6-1 6-2 轟 佑介 [1]

 日大三中 3130017 住野 孝樹  馬渕 逸希

3  日大三中 3129739 松岡 玲央 住野 孝樹 6-2 6-3

 成城JTA 3129709 井上 颯人 松岡 玲央  

4  成城JTA 3128367 御子柴 里武 6-3 2-6 10-8 轟 佑介 [1]

 日大三中 3127707 北山 陽斗  馬渕 逸希

5  日大三中 3130121 榛葉 陸月 田中 歩輝 6-4 0-6 10-6

 昭和の森JTS 3128516 田中 歩輝 鈴木 隼人  

6  ビッグK 3127795 鈴木 隼人 6-0 4-6 10-8 田中 歩輝

A TEAM YONEZAWA 3130270 Loing Hugo  鈴木 隼人

7  TEAM YONEZAWA 3129260 脇野 峻 平田 崇 [7] 7-5 7-6(5)

 八王子TA 3128364 平田 崇 [7] 柳澤 春琉  

8  善福寺公園TC 3128381 柳澤 春琉 6-7(10) 6-2 10-7 轟 佑介 [1]

 武蔵野ドームTS 3128398 金子 正人 [4]  馬渕 逸希

9  京王赤城A 3127518 高橋 凛羽 金子 正人 [4] 6-4 1-6 11-9

 成城JTA 3128368 廣田 大仁郎 高橋 凛羽  

10  東宝調布TC 3129714 鎌田 竜輝 6-1 6-0 金子 正人 [4]

 京王赤城A 3128397 笹田 尚寛  高橋 凛羽

11  D-tennis. 3128021 馬場 海斗 笹田 尚寛 6-4 6-4

 桜田倶楽部 3128436 山田 龍之介 馬場 海斗  

12  桜田倶楽部 3128975 行元 壱成 6-1 6-1 石井 博将 [5]

 ビッグK 3128400 ドストレー レオ  黒田 長実

13  ビッグKひまわり 3128571 田島 圭一朗 ドストレー レオ 6-7(2) 6-1 10-3

 日大三中 3129176 吉田 逞人 田島 圭一朗  

14  日大三中 3128810 辻 良希 6-2 2-6 10-8 石井 博将 [5]

 Team Satellite 3128547 小島 大季  黒田 長実

15  フェアリーTF 3128614 草刈 薫 石井 博将 [5] 6-2 6-0

 京王赤城A 3127091 石井 博将 [5] 黒田 長実  

16  京王赤城A 3126912 黒田 長実 6-0 6-1 三村 夏偉 [2]

 桜田倶楽部 3127767 大熊 樂 [6]  木村 一翔

17 全 桜田倶楽部 3130467 松岡 隼 大熊 樂 [6] 6-3 6-1

 有明JTA 3127244 尾上 柊匠 松岡 隼  

18  有明JTA 3128795 添田 一慧 6-0 6-4 大熊 樂 [6]

 日大三中 3128678 大津 育斗  松岡 隼

19  日大三中 3130004 大舘 一輝 大津 育斗 7-6(3) 6-4

 フェアリーTF 3128186 中對 駿 大舘 一輝  

20  東宝調布TC 3129436 長谷川 大蔵 7-5 6-3 大熊 樂 [6]

 駒沢ラケットクラブ 3130228 内田 耕貴  松岡 隼

21  N.CSP 3130332 駒田 夕紀翔 柳 志佳 6-4 6-0

 TEAM YONEZAWA町田 3127784 柳 志佳 渡部 悠大  

22  JITC 3127254 渡部 悠大 6-4 6-1 西方 広優 [3]

 日大三中 3130215 寺井 太陽  西方 広望

23  日大三中 3130183 花田 兵雅 西方 広優 [3] 6-1 6-1

 TAI TS 3128581 西方 広優 [3] 西方 広望  

24  TAI TS 3128580 西方 広望 6-1 6-0 三村 夏偉 [2]

 かえつ有明中学校 3130481 瀬戸 嵐 [8]  木村 一翔

25  TEAM YONEZAWA町田 3130527 籠島 琉凪 三田 佑太郎 w.o.

 緑ヶ丘TG 3128438 三田 佑太郎 松原 凛太朗  

26  武蔵野ドームTS 3129705 松原 凛太朗 4-6 6-3 10-5 三田 佑太郎

 ビッグK 3128831 佐野 達哉  松原 凛太朗

27  ビッグK 3128967 都築 虹汰 佐野 達哉 6-4 4-6 10-6

 日大三中 3130003 大沢 陸斗 都築 虹汰  

28  日大三中 3129749 柴崎 光 3-6 6-3 10-6 三村 夏偉 [2]

 京王赤城A 3127726 佐藤 璃空  木村 一翔 3129260 脇野　峻

29  京王赤城A 3128249 寺内 大志 佐藤 璃空 6-4 6-2 3130270 LOING Hugo

全 東海大菅生高校 3128592 大森 翔太 寺内 大志  3128242 柄澤宏紀

30 全 東海大菅生高校 3130343 大橋 達也 6-1 4-6 13-11 三村 夏偉 [2] 3129768 三浦寛太

 マキシマムSマインド 3130479 手塚 祐麻  木村 一翔 3130100 池田遥琉

31  武蔵野ドームTS 3128468 谷 光流 三村 夏偉 [2] 6-4 6-3 3129611 天野陽希

 CSAT 3128075 三村 夏偉 [2] 木村 一翔  3130503 坂田　碧

32  CSAT 3127964 木村 一翔 6-1 6-1 3130463 吉田陽仁
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