
Rank 所属団体  1回戦   2回戦   3回戦   準々決勝   準決勝   決勝   Winner 

1  87 テニス ハウス fun  竹内 健人 [1] 
    竹内 健人 [1] 

2   Bye    
    竹内 健人 [1] 

3  東急あざみ野テニスガーデンテニススクール  谷川 友哉   8-4 
    谷川 友哉 

4  その他   浅井 佑真   8-1 
    竹内 健人 [1] 

5  Comrade  南雲 拓   8-1 
    南雲 拓 

6  811 荏原SSC  鈴木 仁   8-1 
    柏 祐輔 [16] 

7   Bye   8-3 
    柏 祐輔 [16] 

8  408 プロ・フリー  柏 祐輔 [16]    
    竹内 健人 [1] 

9  314 遠藤テニススク―ル  田川 精一 [9]   8-3 
    田川 精一 [9] 

10   Bye    
    田川 精一 [9] 

11  727 国士舘大学  遊佐 翔太郎   8-2 
    遊佐 翔太郎 

12  チームオクヤマ  舘野 幸佑   8-1 
    田川 精一 [9] 

13  414 その他   佐野 英昭   8-3 
    佐野 英昭 

14  746 登戸サンライズテニスコート  森田 貫   8-1 
    佐野 英昭 

15   Bye   8-5 
    井出 真義 [6] 

16  237 亀の甲山テニスクラブ  井出 真義 [6]    
    竹内 健人 [1] 

17  186 KATSU TC  北浦 拓也 [4]   8-4 
    北浦 拓也 [4] 

18   Bye    
    北浦 拓也 [4] 

19  677 文教大学  青木 勇也   8-3 
    青木 勇也 

20  864 西東京市硬式テニス協会  磯浪 史幸   8-0 
    北浦 拓也 [4] 

21  620 tennis-peak柴崎駅前校  淡輪 淳五   8-3 
    藤澤 信太郎 

22  415 テニスパーク湘南  藤澤 信太郎   8-3 
    箕輪 裕樹 [15] 

23   Bye   1-0 Retired 
    箕輪 裕樹 [15] 

24  377 ルネサンス水戸  箕輪 裕樹 [15]    
    北浦 拓也 [4] 

25  332 相模原グリーンテニスクラブ  吉田 慎也 [12]   8-6 
    吉田 慎也 [12] 

26   Bye    
    内田 涼太郎 

27  804 クレールインドアテニススクール  島貫 智   8-2 
    内田 涼太郎 

28  敦賀気比高等学校  内田 涼太郎   8-0 
    内田 涼太郎 

29  アリマーズ  飯島 隼人   8-5 
    島村 佳武 

30  731 イクステンド  島村 佳武   8-1 
    島村 佳武 

31   Bye   8-4 
    浅倉 英雄 [8] 

32  311 YC＆ACテニスアカデミー  浅倉 英雄 [8]    
    竹内 健人 [1] 

33  214 テニスユニバース  岩井 勇策 [5]   8-2 
    岩井 勇策 [5] 

34   Bye    
    岩井 勇策 [5] 

35  600 GOOD　COLOR　STATION  中尾 礼文   8-6 
    伊藤 空央 

36  敦賀気比高等学校  伊藤 空央   8-5 
    岩井 勇策 [5] 

37  横浜グリーンテニスクラブ  多田 和矢   8-6 
    辻 貴之 

38  昭和の森テニススクール  辻 貴之   8-0 
    阿部 亮平 [10] 

39   Bye   8-4 
    阿部 亮平 [10] 

40  324 SKYTON  阿部 亮平 [10]    
    宮岡 良丞 [3] 

41  348 庚申テニスクラブ  浜崎 進 [14]   8-4 
    浜崎 進 [14] 

42   Bye    
    藤井 勇 

43  702 仙台市テニス協会  向山 康利貴   8-4 
    藤井 勇 

44  いせはらチャンピオンテニスカレッジ  藤井 勇   8-4 
    宮岡 良丞 [3] 

45  864 アリマーズ  土田 義樹   8-4 
    土田 義樹 

46  838 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ  市橋 遼   9-7 
    宮岡 良丞 [3] 

47   Bye   8-0 
    宮岡 良丞 [3] 

48  170 愛媛銀行  宮岡 良丞 [3]    
    片山 楓 

49  286 九州国際テニスクラブ  丸山 隆一 [7]   8-6 
    丸山 隆一 [7] 

50   Bye    
    浅倉 英陸 

51  706 YC＆ACテニスアカデミー  浅倉 英陸   8-1 
    浅倉 英陸 

52  808 日限山テニスカレッジ  浦川 和樹   9-8(3) 
    片山 楓 

53  657 千葉市役所  金子 博秋   8-1 
    片山 楓 

54  敦賀気比高等学校  片山 楓   8-1 
    片山 楓 

55   Bye   8-4 
    安藤 隆 [11] 

56  326 アイシン精機  安藤 隆 [11]    
    片山 楓 

57  339 東京医科歯科大学  島本 雅紀 [13]   8-1 
    島本 雅紀 [13] 

58   Bye    
    島本 雅紀 [13] 

59  ESSC  眞瀬 伸明 [A]   8-5 
    原 伊吹 

60  820 大正セントラル目白  原 伊吹   8-0 
    尾島 萌杜 [2] 

61  541 東京都庁  齋藤 全史   8-2 
    齋藤 全史 

62  820 JAC  塚原 新   8-4 
    尾島 萌杜 [2] 

63   Bye   8-2 
    尾島 萌杜 [2] 

64  92 Team Win  尾島 萌杜 [2]    
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男子シングルス



No. Rank 所属団体  1回戦   準々決勝   準決勝   決勝   Winner 

1  96 J･STAP  フリアント エイミ [1] 

    フリアント エイミ [1] 

2  d-tennis  宇田川 実央   8-0 

    フリアント エイミ [1] 

3  201 テニスユニバース  小野 美帆   8-3 

    小野 美帆 

4  146 マキシマムスポーツマインド  若林 直美   8-3 

    フリアント エイミ [1] 

5  136 とつかテニスクラブ  伊藤 千奈津 [4]   8-0 

    伊藤 千奈津 [4] 

6  大磯テニスアカデミー  小西 優奈   8-3 

    伊藤 千奈津 [4] 

7  272 東京都テニス協会  赤羽 亜里子   8-1 

    杉山 恵玲奈 

8  298 明治神宮外苑テニスクラブ  杉山 恵玲奈   8-3 

    フリアント エイミ [1] 

9  223 Fテニス  長束 実紀   8-1 

    大原 真琴 

10  Val  大原 真琴   9-7 

    宮田 萌芳 

11  桜田倶楽部  宮田 萌芳   9-8(4) 

    宮田 萌芳 

12  134 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 [3]   8-6 

    宮田 萌芳 

13  335 すま離宮TS  枝川 未来   8-3 

    枝川 未来 

14  210 レガロ  高橋 紀和子   8-0 

    久継 沙織 [2] 

15  140 東宝調布テニスクラブ  田中 彩純   8-2 

    久継 沙織 [2] 

16  100 荏原湘南スポーツセンター  久継 沙織 [2]   8-3 
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