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

 3127976 TEAM YONEZAWA 神山 宏正 [1]

1  3128398 武蔵野ドームTS 金子 正人 神山 宏正 [1] 

 3128948 CSAT 中村 光希 金子 正人 

2  3128564 東宝調布TC 伊藤 悠翔 61 61 神山 宏正 [1] 

 3128264 JITC 宇津山 立樹  金子 正人 

3  3128795 有明JTA 添田 一慧 宇津山 立樹 62 62

 3130494 A&Aテニスアカデミー 上田 純平 添田 一慧  

4  3130681 A&Aテニスアカデミー 富澤 直人 75 64 神山 宏正 [1] 

 3130019 TEAM YONEZAWA 大島シェア 大凱  金子 正人 

5  3128496 はちおうじ庭球塾 田口 大貴 大舘 一輝 63 64

 3130004 日大三中 大舘 一輝 高橋 凛羽  

6  3127518 京王赤城A 高橋 凛羽 75 60 大舘 一輝 

 3129140 VIP TA 山田 柊惺  高橋 凛羽 

7  3129605 VIP TA 谷本 遼太郎 佐野 慧 [8] 62 61

 3129599 MTS三鷹 佐野 慧 [8] 石川 橙弥  

8  3130352 TEAM YONEZAWA町田 石川 橙弥 62 57 10-6 神山 宏正 [1] 

 3129018 フェアリーTF 諸星 佳樹  金子 正人 

9 補1 3128911 フェアリーTF 武井 淳 力徳 暖 63 62

 3130687 日大三高 力徳 暖 長谷川 大蔵  

10  3129436 田無高校 長谷川 大蔵 62 62 手塚 剛 

 3129116 京王赤城A 手塚 剛  水谷 大軌 

11  3129090 ノアIS国分寺 水谷 大軌 手塚 剛 62 62

 3127707 日大三中 北山 陽斗 水谷 大軌  

12  3128678 日大三中 大津 育斗 62 61 手塚 剛 

 3128499 京王赤城A 寺尾 壮史  水谷 大軌 

13  3128238 京王赤城A 長野 亘 田中 耕太郎 64 75

 3129159 狛江インドアJrATP 田中 耕太郎 真壁 優輔  

14  3128561 神代中学校 真壁 優輔 46 64 10-7 平田 崇 [7] 

 3129640 南町田ITC 永田 知洋  柳澤 春琉 

15  3129803 つばさ総合高校 渡邉 琉晟 平田 崇 [7] 62 60

全 3128364 八王子TA 平田 崇 [7] 柳澤 春琉  

16  3128381 善福寺公園TC 柳澤 春琉 75 46 10-3 神山 宏正 [1]

 3128269 ICHIKATSU TA 図師田 珀 [6]  金子 正人

17  3130718 A&Aテニスアカデミー 松永 順平 図師田 珀 [6] 36 62 10-5

 3129850 ノアIS国分寺 橋本 和樹 松永 順平  

18  3129773 ノアIS国分寺 高畠 光向 62 63 安達 人紀 

 3129495 TEAM YONEZAWA 安達 人紀  小島 凛 

19  3128589 桜田倶楽部 小島 凛 安達 人紀 75 61

 3128828 ビッグKひまわり 沼田 悠太郎 小島 凛  

20  3128492 有明JTA 西村 星吾 64 57  10-5 川口 孝幸 [4] 

 3128400 ビッグK ドストレー レオ  高橋 朝陽 

21  3128571 ビッグK 田島 圭一朗 ドストレー レオ 75 61

 3130431 日大三中 尾野 琥珀 田島 圭一朗  

22  3129154 日大三中 長田 知也 62 60 川口 孝幸 [4] 

 3129604 武蔵野ドームTS 入枝 重斗  高橋 朝陽 

23  3128468 武蔵野ドームTS 谷 光流 川口 孝幸 [4] 61 62

 3129269 はちおうじ庭球塾 川口 孝幸 [4] 高橋 朝陽  

24  3128813 はちおうじ庭球塾 高橋 朝陽 60 60 川口 孝幸 [4] 

 3127726 京王赤城A 佐藤 璃空 [5]  高橋 朝陽 

25  3128397 京王赤城A 笹田 尚寛 佐藤 璃空 [5] 76(5) 36 10-7

 3129183 桜田倶楽部 山田 晶之介 笹田 尚寛  

26  3128858 桜田倶楽部 高橋 遼 63 64 佐藤 璃空 [5] 

 3130720 A&Aテニスアカデミー 柳沢 昊  笹田 尚寛 

27  3130719 A&Aテニスアカデミー 神田 隆成 荒地 奨 76(5) 63

 3129076 ICHIKATSU TA 荒地 奨 金川 桂斗  

28  3129218 VIP TA 金川 桂斗 76(5) 62 小川 楓成 [2] 補欠

 3128438 緑ヶ丘TG 三田 佑太郎  林 陸人 1 3129018 諸星 佳樹

29  3129705 佼成学園中学校 松原 凛太朗 三田 佑太郎 61 63 3128911 武井 淳

 3130261 成城JTA 小野 虎徹 松原 凛太朗  2 3128960 酒井 楓

30  3130047 成城JTA 飛澤 瑛太 62 62 小川 楓成 [2] 3128505 石井 公一朗

 3128186 日大三高 中對 駿  林 陸人 3 3128477 秋山 俊輔

31  3130017 日大三高 住野 孝樹 小川 楓成 [2] 62 61 3127306 谷城 凜久

 3129609 はちおうじ庭球塾 小川 楓成 [2] 林 陸人  4 3129188 鷲巣 廉平

32  3129856 レテテニス 林 陸人 26 63 10-4 3129007 武藤 瑛太
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