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

    
1  TCｺ･ｽ･ﾊﾟ八尾南 大阪 鈴木 琉斗 [1]  

    鈴木 琉斗 [1]
2  星田TC 大阪 西野 凌平 6-0 6-2  

     鈴木 琉斗 [1]
3  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 川島 琉生  6-2 5-7 6-3

    山本 一徹  
4  湯山泰次TS 京都 山本 一徹 6-2 6-1  

     鈴木 琉斗 [1]
5  ISTA 和歌山 立花 大和  6-2 6-0

    大浦 蒼唯  
6  A&F 兵庫 大浦 蒼唯 6-0 6-4  

     東 泰地

7  江坂TC 大阪 東 泰地  6-4 6-4
    東 泰地  

8  A&F 兵庫 土谷 星 [7] 6-4 7-5  
     鈴木 琉斗 [1]

9  ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr 兵庫 駒田 瑛人 [4]  6-4 6-0
    駒田 瑛人 [4]  

10  MSS橿原 奈良 木村 拓馬 6-0 6-1  
     駒田 瑛人 [4]

11  湯山泰次TS 京都 古市 壮  6-2 7-5
    古市 壮  

12  平群TA 奈良 城野 千尋 5-7 6-4 6-2  
     駒田 瑛人 [4]

13  ISTA 和歌山 大瀬 來生  6-0 5-7 7-6(6)
    西垣 翼  

14  光泉ｶﾄﾘｯｸ中 滋賀 西垣 翼 6-2 6-0  
     釜坂 勇輝

15  Special One TA 兵庫 釜坂 勇輝  6-0 6-3
    釜坂 勇輝  

16  ｱｲTC 大阪 中前 孝至朗 [8] 7-5 6-7(5) 6-3  
     逸﨑 獅王 [3]

17  A&F 兵庫 武井 真樹 [5]  8-5
    武井 真樹 [5]  

18  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉 京都 松岡 郁磨 6-1 6-1  
     武井 真樹 [5]

19  ISTA 和歌山 渡辺 大翔  6-0 6-2
    内藤 圭吾  

20  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 内藤 圭吾 6-7(5) 6-3 6-0  
     逸﨑 獅王 [3]

21  鶴見緑地M.T.S 大阪 木崎 琉士  6-1 6-2
    木崎 琉士  

22  ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr 兵庫 尾崎 奏多 6-3 7-5  
     逸﨑 獅王 [3]

23  ｸﾞﾘｰﾝTC 和歌山 大西 寛太郎  6-3 6-0
    逸﨑 獅王 [3]  

24  First-J 兵庫 逸﨑 獅王 [3] 6-0 6-1  
     逸﨑 獅王 [3]

25  ｻﾝ城陽TC 京都 額田 賢和 [6]  6-2 6-3
    額田 賢和 [6]  

26  ﾕﾆｰｸｽﾀｲﾙ 奈良 越村 昭斗 6-2 6-1  
     額田 賢和 [6]

27  鶴見緑地M.T.S 大阪 宮崎 颯大  6-4 6-0
    大塚 弦  

28  ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 大塚 弦 6-3 6-4  
     額田 賢和 [6]

29  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 竹下 恭平  6-3 7-5
    筏 優介  

30  江坂TC 大阪 筏 優介 6-3 6-1  
     筏 優介

31  西宮TC 兵庫 高田 倖暉  2-6 6-1 6-2
    高田 倖暉  

32  tennis365.net 大阪 永田 瞬 [2] 6-2 6-2
     
   順位 3-4 駒田 瑛人 [4]  
    駒田 瑛人 [4]
   額田 賢和 [6] 8-6
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   順位 5-8 東 泰地  
    東 泰地

   釜坂 勇輝 0-1 Ret.  
     武井 真樹 [5]
   武井 真樹 [5]  7-6(6)
    武井 真樹 [5]  
   筏 優介 6-2
    
    
   
   
   
   


