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

 3129513 はちおうじ庭球塾 川口 孝大 [1]

1  3129772 善福寺公園TC 橋本 大輔 川口 孝大 [1]

 3130779 VIP TA 井上 遥真 橋本 大輔

2  3130797 VIP TA 池田 航 6-0 6-0 川口 孝大 [1]

 3130350 狛江インドアJrATP 大杉 櫂斗  橋本 大輔

3  3130536 VIP TA 田口 響大 大杉 櫂斗 6-1 6-0

 3130755 ビッグK ひまわり 樋口 大和 田口 響大  

4  3130753 ビッグKひまわり 田口 寛樹 6-4 7-6(6) 川口 孝大 [1] 

 3130636 タウンテニス大泉学園 柿原 洸太  橋本 大輔 

5  3130780 タウンテニス大泉学園 白尾 玲旺 今福 志門 6-2 6-1  

 3130556 善福寺公園TC 今福 志門 土屋 悠一朗  

6  3130005 善福寺公園TC 土屋 悠一朗 6-3 6-1 今福 志門

 3130523 Team REC 柴谷 漣  土屋 悠一朗

7  3130704 東宝調布TC 荒木 希空 柴谷 漣 6-2 6-3

 3130478 桜田テニスカレッジ 増田 蹴馬 [8] 荒木 希空  

8  3130483 桜田テニスカレッジ 白井 天 6-3 6-3 川口 孝大 [1] 

 3129962 はちおうじ庭球塾 齊藤 壱知 [4]  橋本 大輔 

9  3129963 はちおうじ庭球塾 齊藤 琉維 齊藤 壱知 [4] 6-2 6-0  

 3130937 タウンテニス大泉学園 榊原 朋希 齊藤 琉維  

10  3130747 タウンテニス大泉学園 鳥羽 一生 6-3 6-1 齊藤 壱知 [4]

 3130560 桜田倶楽部 石部 宝之助  齊藤 琉維

11  3130421 緑ヶ丘TG 菅沼 悠哉 石部 宝之助 6-3 6-3

 3130116 Team REC 井上 仁貴 菅沼 悠哉  

12  3130448 多摩JTC 吉岡 純 7-5 5-7 [10-6] 齊藤 壱知 [4] 

 3130429 コートピア大泉TC 大草 慧弥  齊藤 琉維 

13  3130159 コートピア大泉TC 田中 佑 大草 慧弥 6-0 6-1  

 3130808 東宝調布TC 貞松 蓮 田中 佑  

14  3130655 TENNIS SUNRISE 齊藤 陽向 6-3 6-2 小林 俊太

 3130364 八王子TA 小林 俊太  鳥居 亮介

15  3130767 八王子TA 鳥居 亮介 小林 俊太 6-3 1-6 [10-6]

 3130567 ICHIKATSU TA 原 穂考 [6] 鳥居 亮介  

16  3130405 ICHIKATSU TA 荒地 一聡 6-4 6-2 川口 孝大 [1]

 3130708 武蔵野ドームTS 三浦 隼 [7]  橋本 大輔

17  3130203 武蔵野ドームTS 西山 隆平 三浦 隼 [7] 7-6(7) 1-6 [12-10]

 3130762 VIP TA 尾関 雄太 西山 隆平  

18  3130794 VIP TA 得居 和志 6-0 6-2 梅川 友

 3129822 JITC 松本 岳  福田 昊生

19  3130362 JITC 豊福 光生 梅川 友 6-2 6-2

 3130165 狛江インドアJrATP 梅川 友 福田 昊生  

20  3130365 三菱養和TS 福田 昊生 6-3 6-2 梅川 友 

 3129735 CSAT 宮崎 雄聖  福田 昊生 

21  3129913 CAST 池田 亘佑 宮崎 雄聖 6-4 6-0  

 3130122 TAI TS 野原 寿真 池田 亘佑  

22  3130321 TAI TS 鈴木 一颯 6-3 6-2 宮崎 雄聖

 3130859 桜田テニスカレッジ 田原 大輝  池田 亘佑

23  3130678 桜田テニスカレッジ 神谷 真生 向当 駈 [3] 6-1 6-1

 3130673 タウンテニス大泉学園 向当 駈 [3] 白尾 一晟  

24  3130651 タウンテニス大泉学園 白尾 一晟 6-2 6-1 石崎 葵已 [2] 

 3129618 東宝調布TC 久保 光平 [5]  鹿内 遥介 

25  3130392 TEAM YONEZAWA町田 西村 仁 久保 光平 [5] 6-1 6-3  

 3130627 大正セントラルTC目白 澁谷 崇雄 西村 仁  

26  3130625 大正セントラルTC目白 田所 大飛 6-1 6-1 久保 光平 [5]

 3130646 MTS三鷹 博多 一生  西村 仁

27  3130569 ビッグKひまわり 能登谷 奏流 博多 一生 6-1 6-1

 3130912 東京グリーンヒルズ 楠本 悠太郎 能登谷 奏流  

28  3130696 東京グリーンヒルズ 濱田 一磨 6-2 7-6(4) 石崎 葵已 [2] 

 3130819 善福寺公園TC 喜多 隼士  鹿内 遥介 1 3130832 坂 志真

29  3130530 善福寺公園TC 沖山 瑞樹 喜多 隼士 6-2 6-0  3130979 安田 悠真

 3130967 TENNIS SUNRISE 木暮 恵介 沖山 瑞樹  2 3130877 川村 優斗

30  3130966 TENNIS SUNRISE 木暮 想介 6-2 6-3 石崎 葵已 [2] 3130905 小山 拓真

 3130647 ビッグK 伴 太志  鹿内 遥介 3 3130524 下倉 功太郎

31  3130841 ビッグK 折間 俊希 石崎 葵已 [2] 6-0 6-0 3130521 西澤 秀晟

 3129064 Team REC 石崎 葵已 [2] 鹿内 遥介  4 3130532 田口 裕誠

32  3129492 三菱養和TS 鹿内 遥介 6-0 6-0 3130789 細澤 周吾
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