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

 3127767 桜田倶楽部 大熊 樂 [1]

1 全 3126446 緑ヶ丘TG 轟 佑介 大熊 樂 [1] 

 3130702 日大三高 石井 瑛介 轟 佑介 

2  3130707 日大三高 萩原 真生 64 61 大熊 樂 [1] 

 3128401 T.T.LBRL 師 拓夢  轟 佑介 

3  3128516 A&Aテニスアカデミー 田中 歩輝 服部 一慧 61 62

 3127188 かえつ有明高校 服部 一慧 瀬戸 嵐  

4  3130481 かえつ有明高校 瀬戸 嵐 63 36 10-0 大熊 樂 [1] 

 3128112 A&Aテニスアカデミー 辻 壮太郎  轟 佑介 

5  3130835 A&Aテニスアカデミー 高橋 束瑳 辻 壮太郎 63 76(4)

 3128436 早稲田実業高等部 山田 龍之介 高橋 束瑳  

6  3130764 早稲田実業高等部 深津 幸平 75 60 辻 壮太郎 

 3127254 JITC 渡部 悠大  高橋 束瑳 

7  3127740 JITC 馬渕 逸希 山下 泰生 [8] 60 26 10-8

全 3130968 緑ヶ丘TG 山下 泰生 [8] 平田 理央  

8  3125797 緑ヶ丘TG 平田 理央 62 62 大熊 樂 [1] 

 3127671 京王赤城A 大木 悠靖 [4]  轟 佑介 

9  3126912 京王赤城A 黒田 長実 大木 悠靖 [4] 26 64 10-6

 3127666 日大鶴ヶ丘高校 内田 拓実 黒田 長実  

10  3127880 日大鶴ケ丘高校 鈴木 朝陽 60 62 大木 悠靖 [4] 

 3130691 日大三高 杉山 優仁  黒田 長実 

11  3129749 日大三高 柴崎 光 早川 登真 62 61

 3130717 日大鶴ヶ丘高校 早川 登真 関崎 友翔  

12  3129238 日大鶴ヶ丘高校 関崎 友翔 61 64 大木 悠靖 [4] 

 3128249 京王赤城A 寺内 大志  黒田 長実 

13  3127945 桜田倶楽部 櫻井 秀 寺内 大志 64 60

 3130915 A&Aテニスアカデミー 原 穣太朗 櫻井 秀  

14  3130793 善福寺公園TC 松倉 秀弥 62 62 西方 広優 [6] 

 3128510 VIP TA 石田 哲平  西方 広望 

15  3128803 大成高校 齊藤 天真 西方 広優 [6] 60 63

全 3128581 東海大菅生高校 西方 広優 [6] 西方 広望  

16 全 3128580 東海大菅生高校 西方 広望 60 61 大熊 樂 [1]

全 3128251 東海大菅生高校 山田 矢音 [5]  轟 佑介

17 全 3128146 東海大菅生高校 川崎 幹太 山田 矢音 [5] 76(6)4610-6

 3129403 成蹊高校 丸毛 暁史 川崎 幹太  

18  3130517 成蹊高校 笠井 惇平 63 62 山田 矢音 [5] 

 3129468 緑ヶ丘TG 櫻井 洸平  川崎 幹太 

19  3128975 緑ヶ丘TG 行元 壱成 櫻井 洸平 62 63

 3130729 早稲田実業高等部 久我 浩貴 行元 壱成  

20  3130023 早稲田実業高等部 福島 有人 46 75 10-4 久保田 洋夢 [3] 

 3129768 國學院久我山高校 三浦 寛太  永井 優輝 

21  3128242 ノアIS国分寺 柄澤 宏紀 鈴木 隼人 36 64 10-5

 3127795 ビッグK 鈴木 隼人 馬塲 葵平  

22  3127305 ビッグK 馬塲 葵平 63 62 久保田 洋夢 [3] 

 3127151 A&Aテニスアカデミー 井上 拓海  永井 優輝 

23  3126690 三菱養和TS 井實 優斗 久保田 洋夢 [3] 61 62

 3130475 日大三高 久保田 洋夢 [3] 永井 優輝  

24  3130739 日大三高 永井 優輝 64 62 久保田 洋夢 [3] 

 3129837 ビッグK 丹下 雄貴 [7]  永井 優輝 

25  3127057 A&Aテニスアカデミー 橋本 涼平 丹下 雄貴 [7] 63 63

 3130482 早稲田実業高等部 平川 朝陽 橋本 涼平  

26  3130698 早稲田実業高等部 茂木 一希 60 61 三村 夏偉 

全 3128075 東海大菅生高校 三村 夏偉  大森 翔太 

27 全 3128592 東海大菅生高校 大森 翔太 三村 夏偉 67(6)75 10-8

 3127784 TEAM YONEZAWA町田 柳 志佳 大森 翔太  

28  3130527 TEAM YONEZAWA町田 籠島 琉凪 63 76(5) 小林 拓矢 [2] 補欠

 3129840 Team310V 小山 楓翔  田中 岳太 1 3128583 細川 朔矢

29  3128147 Team310V 村本 悠仁 小山 楓翔 75 63 3130782 古川 結太

 3130570 京王赤城A 大神田 健人 村本 悠仁  2 3126978 吉岡 秀

30  3128197 京王赤城A 石橋 圭祐 62 62 小林 拓矢 [2] 3130986 森 健人

 3130003 日大三高 大沢 陸斗  田中 岳太 3 3130749 石橋 和也

31  3129739 日大三高 松岡 玲央 小林 拓矢 [2] 63 63 3130469 若林 優斗

 3130587 A&Aテニスアカデミー 小林 拓矢 [2] 田中 岳太  4 3130711 根木 裕人

32  3127941 A&Aテニスアカデミー 田中 岳太 61 60 3130710 寺沢 玄英
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