
男子シングルス
選手登録番 St. Rank 所属団体 Round1 Round2 Round3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

1  M22580 71 プロ・フリー  中西 聖也 [1] 
    中西 聖也 [1] 

2   Bye    
    中西 聖也 [1] 

3  M52255 673 関東学院大学  岸 翔   8-5 
    岸 翔 

4  M20794 584 フミヤエース市川テニスアカデミー  松塚 宝  8-4 
    中西 聖也 [1] 

5  M53033 グリーンエイトテニスクラブ  高橋 佑学   8-3 
    淡輪 淳五 

6  M19434 621 tennis-peak柴崎駅前校  淡輪 淳五   8-1 
    発田 志音 [15] 

7   Bye   8-2 
    発田 志音 [15] 

8  M51388 317 東京大学教育学部附属中等教育学校  発田 志音 [15]    
    田口 正一郎 [7] 

9  M52181 193 大磯テニスアカデミー  川口 泰明 [10]   9-7 
    川口 泰明 [10] 

10   Bye    
    川口 泰明 [10] 

11  M52311 680 アポロコーストテニスクラブ  梅澤 政樹   8-4 
    梅澤 政樹 

12  M52276 國學院大学  大澤 諒介   8-3 
    田口 正一郎 [7] 

13  M16301 SCSK  西村 聡一   8-3 
    西村 聡一 

14  M52580 横浜グリーンテニスクラブ  多田 和矢   8-1 
    田口 正一郎 [7] 

15   Bye   8-2 
    田口 正一郎 [7] 

16  M15581 152 スルガ銀行  田口 正一郎 [7]    
    尾島 萌杜 [8] 

17  M50171 89 東洋学園大学  神田 留尉 [3]   8-6 
    神田 留尉 [3] 

18   Bye    
    神田 留尉 [3] 

19  M51568  相原 慶多   8-4 
    中村 隆志 

20  M20942 506 石川県庁TC  中村 隆志   8-1 
    神田 留尉 [3] 

21  M51366 960 Team REC  山本 靖昌   8-0 
    山本 靖昌 

22  M21625 631 オリンパス  伊与田 智仁   8-3 
    山本 靖昌 

23   Bye   9-8(4) 
    島本 雅紀 [14] 

24  M17006 277 東京医科歯科大学  島本 雅紀 [14]    
    尾島 萌杜 [8] 

25  M06770 165 三菱電機  山岸 圭太郎 [9]   8-2 
    山岸 圭太郎 [9] 

26   Bye    
    後藤 雅樹 

27  M52809 789 荏原SSC  後藤 雅樹   8-1 
    後藤 雅樹 

28  M52310 湘南インドアテニスクラブ  江村 翔太   8-4 
    尾島 萌杜 [8] 

29  M52885 東京外国語大学  大川 隼人   8-1 
    大川 隼人 

30  M50206 466 Team310V  細谷 雄平   8-2 
    尾島 萌杜 [8] 

31   Bye   8-4 
    尾島 萌杜 [8] 

32  M51934 162 Team Win  尾島 萌杜 [8]    
    川上 倫平 [4] 

33  M51292 130 U.T.PあたごTC  倉島 大志 [6]   8-3 
    倉島 大志 [6] 

34   Bye    
    倉島 大志 [6] 

35  M52663 800 テニスユニバース  劉 信彦   8-5 
    劉 信彦 

36  M52417 941 千葉市役所  金子 博秋   8-6 
    井上 海吏 [12] 

37  M51950 356 庚申テニスクラブ  浜崎 進   8-6 
    中込 颯馬 

38  M52963 ISHII TENNIS ACADEMY  中込 颯馬   8-3 
    井上 海吏 [12] 

39   Bye   8-5 
    井上 海吏 [12] 

40  M21116 238 テニスユニバース  井上 海吏 [12]    
    川上 倫平 [4] 

41  M21447 247 AJTA  吉村 航 [13]   8-3 
    吉村 航 [13] 

42   Bye    
    宮本 皓司 

43  M04951 359 SPORTS SUNRISE  畠山 徹   Walkover 
    宮本 皓司 

44  M52873 東急あざみ野テニスガーデンテニススクール  宮本 皓司   8-3 
    川上 倫平 [4] 

45  M52517 676 荏原SSC  黒澤 祐貴   8-4 
    村松 征尭 

46  M20400 國學院大学  村松 征尭   8-0 
    川上 倫平 [4] 

47   Bye   8-3 
    川上 倫平 [4] 

48  M51071 112 荏原湘南スポーツセンター  川上 倫平 [4]    
    川上 倫平 [4] 

49  M19675 126 リビエラ逗子マリーナTS  松岡 晃平 [5]   8-3 
    松岡 晃平 [5] 

50   Bye    
    桐山 優也 

51  M52521 870 イラコテニスカレッジ  染野 優作   8-2 
    桐山 優也 

52  M51945 504 東京国際大学  桐山 優也   8-3 
    横山 洋一 [11] 

53  M52985 町田ローンTC  石原 旺彦   8-6 
    松林 望和 

54  M50579 443 覚王山テニスクラブ  松林 望和   Walkover 
    横山 洋一 [11] 

55   Bye   8-5 
    横山 洋一 [11] 

56  M04839 207 大磯テニスアカデミー  横山 洋一 [11]    
    後藤 晶 [2] 

57  M52117 328 Team REC  佐藤 永理 [16]   8-3 
    佐藤 永理 [16] 

58   Bye    
    浅倉 英雄 

59  M51682 331 YC＆ACテニスアカデミー  浅倉 英雄   8-5 
    浅倉 英雄 

60  M20006 ケンウッドテニスクラブ  市川 誠一郎   8-5 
    後藤 晶 [2] 

61  M51832 550 いせはらチャンピオンテニスカレッジ  藤井 勇   8-2 
    藤井 勇 

62  M53005 荏原SSC  桐山 良祐   8-4 
    後藤 晶 [2] 

63   Bye   8-6 
    後藤 晶 [2] 

64  M15225 84 田川テニスクラブ  後藤 晶 [2]    
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女子シングルス

選手登録番 St. Rank 所属団体 Round1  準々決勝   準決勝   決勝   Winner 

1  F10999 133 日本大学  西野 里彩 [1] 
    西野 里彩 [1] 

2  F10996 302 東京都テニス協会  赤羽 亜里子   8-0 
    西野 里彩 [1] 

3  F50521 333 庭球革命  佐藤 茶織   8-6 
    熊倉 愛未 

4  F50271 リーファインターナショナルテニスアカデミー  熊倉 愛未   8-0 
    古川 鈴夏 [4] 

5  F09646 163 茨城県体育協会競技力向上対策本部  古川 鈴夏 [4]   8-2 
    古川 鈴夏 [4] 

6  F11603 282 AQUA BELLE  藤井 由恵   8-0 
    古川 鈴夏 [4] 

7  F11461 205 レガロ  高橋 紀和子   8-1 
    枝川 未来 

8  F53009 すま離宮TS  枝川 未来   8-1 
    古川 鈴夏 [4] 

9  F50546 276 AJTA  中村 さやか   8-4 
    中村 さやか 

10  F50455 422 アップルテニスクラブ  島崎 久美子   8-0 
    前田 紋華 

11  F50908 中京大附中京高校  前田 紋華   8-2 
    前田 紋華 

12  F11655 151 マキシマムスポーツマインド  若林 直美 [3]   8-1 
    小出 涼音 

13  F52795 狛江インドアジュニアATPチーム  本間 蘭妃   8-2 
    本間 蘭妃 

14  F11042 277 湘南インドアテニスクラブ  永峰 冴華   8-1 
    小出 涼音 

15  F50402 神奈中テニスクラブ  小出 涼音   8-2 
    小出 涼音 

16  F50163 144 J･STAP  フリアント エイミ [2]   8-3 


