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

 Team REC 3129064 石崎 葵已 [1] 

1  Team REC 3128517 金子 颯良 石崎 葵已 [1]

 桜田倶楽部 3129982 傳井 悠一郎 金子 颯良

2  桜田倶楽部 3129546 児島 湊 6-2 6-1 石崎 葵已 [1]

 ICHIKATSU TA 3130567 原 穂考  金子 颯良

3  ICHIKATSU TA 3130405 荒地 一聡 宮崎 雄聖 6-1 6-2

 CSAT 3129735 宮崎 雄聖 川田 悠人  

4  CSAT 3129871 川田 悠人 6-2 6-1 石崎 葵已 [1]

 JITC 3129724 立花 涼  金子 颯良

5  有明JTA 3129585 迎 希生 立花 涼 6-2 6-0

 目黒テニスクラブ 3130504 林 実杜 迎 希生  

6  目黒テニスクラブ 3130362 豊福 光生 6-2 6-1 立花 涼

 JITC 3130117 佐々木 晴琉  迎 希生

7  JITC 3129791 太田 煌樹 佐々木 晴琉 6-1 6-2

 昭和の森JTS 3129962 齊藤 壱知 [5] 太田 煌樹  

8  昭和の森JTS 3129963 齊藤 琉維 w.o. 石崎 葵已 [1]

 JITC 3129056 天野 雄太 [3]  金子 颯良

9  狛江インドアJrATP 3129151 長谷川 諒輔 天野 雄太 [3] 3-6 6-4 10-8

 大正セントラルTC目白 3130627 澁谷 崇雄 長谷川 諒輔  

10  大正セントラルTC目白 3130625 田所 大飛 6-0 6-0 天野 雄太 [3]

 町田ローンTC 3130520 二川 結月  長谷川 諒輔

11  町田ローンTC 3130398 森田 悠太 林 康太 6-1 6-0

 VIP TA 3129973 林 康太 金中 悠輔  

12  VIP TA 3130217 金中 悠輔 6-2 6-0 天野 雄太 [3]

 八王子TA 3130364 小林 俊太  長谷川 諒輔

13  八王子TA 3130220 竹田 朋生 早坂 真人 6-3 6-3

 Team310V 3129476 早坂 真人 荒木 琉翔  

14  VIP TA 3130060 荒木 琉翔 6-1 6-1 早坂 真人

 桜田倶楽部 3129988 中台 創  荒木 琉翔

15  桜田倶楽部 3129978 増田 跳馬 中台 創 6-0 7-5

 TAI TS 3130232 及川 和輝 [6] 増田 跳馬  

16  TAI TS 3130150 熊谷 航 6-4 6-2 小林 兼輔 [2]

 CSAT 3129164 丸山 楓湊 [8]  豊田 晟大

17  CSAT 3129830 真山 司 丸山 楓湊 [8] 6-1 6-0

 ビッグK 3129632 木村 陽翔 真山 司  

18  武蔵野ドームTS 3129970 椎名 要太 6-1 6-2 丸山 楓湊 [8]

 フェアリーTF 3129728 川口 夏椰人  真山 司

19  東京都テニス協会 3130510 黒澤 翔太 野原 寿真 6-1 6-0

 TAI TS 3130122 野原 寿真 鈴木 一颯  

20  TAI TS 3130321 鈴木 一颯 6-3 0-6 10-7 寺内 龍大

 桜台庭球塾 3128852 山本 慶太郎  清水 雅弘

21  三菱養和TS 3129492 鹿内 遥介 山本 慶太郎 6-2 0-6 10-4

 桜田倶楽部 3129507 川崎 尊琥 鹿内 遥介  

22  JITC 3129578 足立 健太朗 2-6 6-4 10-4 寺内 龍大

 テニスアカデミーSECG 3129483 寺内 龍大  清水 雅弘

23  JITC 3129592 清水 雅弘 寺内 龍大 7-6(6) 1-6 10-5

 TAI TS 3129639 中山 湧喜 [4] 清水 雅弘  

24  東京都テニス協会 3129761 高柳 悠和 7-5 6-4 小林 兼輔 [2]

 東宝調布TC 3129618 久保 光平 [7]  豊田 晟大

25  ビッグKひまわり 3130025 後藤 蒼空 太田 葵葉 6-1 6-0

 狛江インドアJrATP 3129504 太田 葵葉 陣 一真  

26  狛江インドアJrATP 3130243 陣 一真 6-4 6-0 川口 孝大

 コートピア大泉TC 3130429 大草 慧弥  橋本 大輔

27  コートピア大泉TC 3130159 田中 佑 川口 孝大 6-2 6-0

 はちおうじ庭球塾 3129513 川口 孝大 橋本 大輔  

28  ノアIS国分寺 3129772 橋本 大輔 6-0 6-0 小林 兼輔 [2]

 成城JTA 3129828 大堀 嵩裕  豊田 晟大

29  成城JTA 3130263 西川 怜吾 大堀 嵩裕 7-5 6-4 補欠

 Team REC 3130116 井上 仁貴 西川 怜吾  1 3130408 藤堂樂釈

30  善福寺公園TC 3130005 土屋 悠一朗 w.o. 小林 兼輔 [2] 3130392 西村　仁

 はちおうじ庭球塾 3129908 名和 実祥  豊田 晟大 2 3130336 長岡亜南

31  八王子TA 3129566 齊藤 匠海 小林 兼輔 [2] 6-0 6-0 3129987 大森勇翔

 桜田倶楽部 3128895 小林 兼輔 [2] 豊田 晟大  3 3130350 大杉櫂斗

32  桜田倶楽部 3129217 豊田 晟大 6-2 6-2 3130536 田口響大
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