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

 3128712 Team REC 藤原 友紀 [1] 

1  3128565 JITC 鈴木 瑛太 藤原 友紀 [1] 

 3129555 京王赤城A 平林 翼 鈴木 瑛太 

2  3129356 京王赤城A 片岡 宏治 61 61 藤原 友紀 [1] 

 3129075 日大三中 徳武 結人  鈴木 瑛太 

3  3130752 日大三中 松本 欧介 坂本 光成 62 61

 3129267 KOWA TA 坂本 光成 塚野 広大  

4  3130726 A&Aテニスアカデミー 塚野 広大 64 62 藤原 友紀 [1] 

 3130525 はちおうじ庭球塾 力石 和奏  鈴木 瑛太 

5  3130105 はちおうじ庭球塾 新出 和磨 京小 拓馬 61 63

 3129054 Team REC 京小 拓馬 赤羽 拓飛  

6  3129419 桜田倶楽部 赤羽 拓飛 61 61 京小 拓馬 

 3129164 CSAT 丸山 楓湊  赤羽 拓飛 

7  3128517 Team REC 金子 颯良 久保 哉人 [5] 26 62 10-7

 3129315 東宝調布TC 久保 哉人 [5] 田口 創梧  

8  3130108 ビッグKひまわり 田口 創梧 76(3) 26 10-4 藤原 友紀 [1] 

 3129056 JITC 天野 雄太 [3]  鈴木 瑛太 

9  3129151 善福寺公園TC 長谷川 諒輔 天野 雄太 [3] 62 62  

 3129673 桜台庭球塾 井上 悠 長谷川 諒輔  

10  3129951 東京都テニス協会 森本 悠央 26 62 10-4 天野 雄太 [3] 

 3130150 TAI TS 熊谷 航  長谷川 諒輔 

11  3129796 VIP TA 秋山 那由多 大熊 櫂 36 61 13-11

 3128849 桜田倶楽部 大熊 櫂 石川 瑠生  

12  3129627 桜田倶楽部 石川 瑠生 36 62 10-5 千野 直哉 [6] 

 3129504 狛江インドアJrATP 太田 葵葉  吉田 櫂 

13  3130243 狛江インドアJrATP 陣 一真 小林 泰輔 W.O

 3130007 八王子TA 小林 泰輔 鳥居 祐介  

14  3129562 八王子TA 鳥居 祐介 63 61 千野 直哉 [6] 

 3129895 狛江インドアJrATP 小笠原 旦騎  吉田 櫂 

15  3129560 桜田倶楽部 藍澤 恵大 千野 直哉 [6] 76(5) 26 10-8

 3128513 三菱養和TS 千野 直哉 [6] 吉田 櫂  

16  3129395 武蔵野ドームTS 吉田 櫂 36 75 10-6 藤原 友紀 [1]

 3129449 京王赤城A 岡田 陽琉 [7]  鈴木 瑛太

17  3129410 JITC 江頭 俊 岡田 陽琉 [7] 75 75

 3129398 八王子TA 岩尾 悠人 江頭 俊  

18  3130220 八王子TA 竹田 朋生 62 60 岡田 陽琉 [7] 

 3129871 CSAT 川田 悠人  江頭 俊 

19  3130683 マキシマムSM 當仲 凛己 川田 悠人 64 62

 3130705 たちかわJTA 益子 泰至 當仲 凛己  

20  3130307 たちかわJTA 野田 優吾 62 61 田中 陽太 [4] 

 3130725 A&Aテニスアカデミー 大砂 駿  高井 優有 

21  3130492 CSAT 稗田 光 大砂 駿 62 62

 3129639 TAI TS 中山 湧喜 稗田 光  

22  3130232 TAI TS 及川 和輝 61 60 田中 陽太 [4] 

 3129463 武蔵野ドームTS 岡崎 大河  高井 優有 

23  3129747 善福寺公園TC 田中 敬悟 田中 陽太 [4] 63 75

 3128098 A&Aテニスアカデミー 田中 陽太 [4] 高井 優有  

24  3130884 A&Aテニスアカデミー 高井 優有 62 61 安藤 翼 [8] 

 3129360 TEAM YONEZAWA町田 安藤 翼 [8]  浦中 颯太 

25  3130133 TEAM YONEZAWA町田 浦中 颯太 安藤 翼 [8] w.o. 

 3129851 VIP TA 武井 知瑛 浦中 颯太  

26  3130060 VIP TA 荒木 琉翔 62 61 安藤 翼 [8] 

 3130985 かえつ有明中学校 君島 渡海  浦中 颯太 

27  3130480 善福寺公園TC 川井 小太郎 君島 渡海 61 63

3130355 緑ヶ丘TG 杉本 海大 川井 小太郎  

28 3130449 桜田テニスカレッジ 古谷 太郎 61 61 安藤 翼 [8] 補欠

 3129393 フェアリーTF 中對 蓮  浦中 颯太 1 3130355 杉本 海大

29  3129728 フェアリーTF 川口 夏椰人 中對 蓮 67(3) 63 11-9 3130449 古谷 太郎

 3130765 日大三中 中原 悠翔 川口 夏椰人  2 3129606 谷本 莞爾

30  3130447 日大三中 関口 陽叶 46 63 10-7 小林 兼輔 [2] 3130927 村井 聡太

 3129830 CSAT 真山 司  豊田 晟大 3 3129907 中村 昊翔

31  3129566 八王子TA 齊藤 匠海 小林 兼輔 [2] 64 60 3130356 小林 優斗

 3128895 桜田倶楽部 小林 兼輔 [2] 豊田 晟大  4 3130205 林 大誠

32  3129217 桜田倶楽部 豊田 晟大 61 62 3130217 金中 悠輔
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