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St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
1  34 橋本総業ホールディングス 松尾 友貴 [1]  

    松尾 友貴 [1]
2  97 ケイエスシー 矢野 洋 6-2 7-6(5)  

     松尾 友貴 [1]
3  75 SYSテニスクラブ 野口 政勝  7-6(1) 6-2

    野口 政勝  
4 Q 265 甲南大学 東川 将大 7-6(3) 7-5  

     只木 信彰 [14]
5  125 大磯テニスアカデミー 川口 泰明  7-5 6-2

    大植 駿  
6  120 清風高校 大植 駿 6-3 6-3  

     只木 信彰 [14]
7  150 フォローウインド 渡辺 晃  6-1 6-1

    只木 信彰 [14]  
8  71 リコー 只木 信彰 [14] 6-0 6-0  

     只木 信彰 [14]
9  60 リコー 喜多 元明 [10]  8-2

    喜多 元明 [10]  
10  83 SYSテニスクラブ 太田 啓輔 6-3 7-5  

     大野 翼
11 Q 586 関西大学 大野 翼  6-1 7-5

    大野 翼  
12  131 テニスハウスfun 福岡 勇成 6-2 6-1  

     清水 奎吾

13  143 京王赤城アカデミー 谷野 和也  6-3 3-6 [10-6]
    濱中 重宏  

14  108 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 濱中 重宏 6-2 6-2  
     清水 奎吾

15 Q 208 亜細亜大学 清水 奎吾  6-7(4) 6-1 [10-6]
    清水 奎吾  

16  52 あきやま病院 藤井 信太 [6] 6-1 3-6 [4-3] Ret.  

     只木 信彰 [14]
17  48 佐鳴台ローンテニスクラブ 髙田 航輝 [3]  8-6

    髙田 航輝 [3]  
18 WC 255 相生学院高等学校 丸山 隼弥 6-4 6-1  

     松本 樹
19  112 近畿大学 松本 樹  3-6 6-2 [10-6]

    松本 樹  
20 WC 304 PLUS LIST 松田 龍樹 2-6 6-4 [6-4]  

     松本 樹
21 Q  NAMP 本間 春樹  6-2 1-6 [10-4]

    金城 光  
22  82 アスリードＴＡ 金城 光 7-6(6) 6-3  

     正林 知大

23  77 中央大学 正林 知大  6-0 6-1
    正林 知大  

24  73 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッ 細谷 元基 [16] 7-5 6-1  
     松本 樹

25  63 三友スポーツマネジメント 金城 充 [11]  8-6
    金城 充 [11]  

26 WC 288 近畿大学 恒松 優也 7-6(12) 6-3  
     金城 充 [11]

27 Q 586 関西学院大学 吉田 開  6-7(4) 6-4 [10-1]
    清水 一輝  

28  101 中央大学 清水 一輝 6-4 7-5  
     金城 充 [11]

29 Q 319 日本大学 村田 龍紀  7-5 6-3
    喜多 文明  

30  126 リコー 喜多 文明 6-2 6-1  
     喜多 文明

31 Q 415 近畿大学 合田 健人  7-5 6-4
    田代 悠雅 [8]  

32  54 トップラン 田代 悠雅 [8] 7-6(4) 6-4  



     鈴木 昂 [7]
33  53 エキスパートパワーシズオカ 鈴木 昂 [7]  6-2 6-1

    鈴木 昂 [7]  
34 LL 372 星田テニスクラブ 曽川 大輔 6-1 6-2  

     鈴木 昂 [7]
35  164 相生学院高等学校 高畑 里玖  w.o.

    高畑 里玖  

36 Q 551
※その他 （所属団体名が見つからない方は

こちらを選択ください。後日ご連絡させて

レナー アルバン フラ

ンシス 6-4 6-4  
     鈴木 昂 [7]

37  137 トップラン 菊地 裕太  7-6(5) 6-4
    白石 光  

38  86 有明JTA 白石 光 6-2 6-3  
     白石 光

39 WC 233 神戸学院大学 石川 希望  6-2 6-1
    石川 希望  

40  64 プロ・フリー 中西 聖也 [12] 6-2 1-6 [7-5]  
     鈴木 昂 [7]

41  66 ASIA PARTNERSHIP FUND 福田 勝志 [13]  8-2
    福田 勝志 [13]  

42 Q 385
※その他 （所属団体名が見つからない方は

こちらを選択ください。後日ご連絡させて 天崎 荘汰 4-6 6-4 [6-0]  
     大塚 健太郎

43  117 神戸学院大学 大塚 健太郎  6-4 6-0
    大塚 健太郎  

44  119 荏原湘南スポーツセンター 永沼 和也 6-0 6-1  
     西岡 航

45  153 登戸サンライズテニスコート 村井 裕樹  6-1 6-7(4) [10-5]
    安田 純  

46  123 多摩大学 安田 純 6-3 6-0  
     西岡 航

47  138 近畿大学 西岡 航  6-4 6-1
    西岡 航  

48  49 テニスユニバース 上杉 哲平 [4] 6-3 7-5  
     鈴木 昂 [7]

49  51 福井県スポーツ協会 ロンギ 正幸 [5]  8-6

    ロンギ 正幸 [5]  
50 WC  興國高 脇坂 留衣 6-1 6-1  

     ロンギ 正幸 [5]
51 Q 580 関西大学 島田 達也  4-6 6-1 [10-6]

    島田 達也  
52 Q 274 近畿大学 水口 凌 7-6(6) 6-2  

     山尾 玲貴

53 Q 184 近畿大学 高木 修  6-4 6-3
    高木 修  

54 Q 305 トップラン 阿多 竜也 6-3 6-4  
     山尾 玲貴

55  89 関西大学 山尾 玲貴  7-5 6-1
    山尾 玲貴  

56  56 SYSテニスクラブ 笹井 正樹 [9] 6-3 7-5  
     山尾 玲貴

57  72 ビッグK 広川 裕太 [15]  9-7
    広川 裕太 [15]  

58  96 ノア･インドアステージ 華谷 宗 7-6(5) 6-4  
     大窪 広海

59 Q 565 関西高校 瀧本 怜央  6-1 6-3
    大窪 広海  

60 Q 819 同志社大学 大窪 広海 3-6 6-4 [6-2]  
     竹島 駿朗 [2]

61  104 クレールインドアテニススクール 稲見 博史  6-3 6-3
    寺本 嵩史  

62  160 周南市役所 寺本 嵩史 6-4 6-3  
     竹島 駿朗 [2]

63 Q 819 甲南大学 吉田 有宇哉  6-4 6-3
    竹島 駿朗 [2]  

64  47 Team REC 竹島 駿朗 [2] 6-1 6-2
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 20 SYSテニスクラブ 笹井 正樹 [1]
1  38 SYSテニスクラブ 野口 政勝 笹井 正樹 [1]

 155 近畿大学 松本 樹 野口 政勝

2  264 PLUS LIST 松田 龍樹 6-2 7-6(7) 只木 信彰

 68 リコー 只木 信彰  喜多 文明

3  87 リコー 喜多 文明 只木 信彰 2-6 6-3 [10-6]
LL 363 同志社大学 折井 勇太 喜多 文明  

4  363 同志社大学 福永 雄大 6-1 6-4 只木 信彰

Q 363 関西大学 大野 翼  喜多 文明

5  363 関西大学 山尾 玲貴 本間 春樹 6-4 6-2
Q  NAMP 本間 春樹 田中 伸治  

6  501 岐阜商業高校 田中 伸治 4-6 6-3 [10-5] 本間 春樹

 117 亜細亜大学 呉岡 拓弥  田中 伸治

7  184 亜細亜大学 村西 開斗 松崎 勇太郎 [7] 6-7(6) 6-1 [10-4]

 69 プロ・フリー 松崎 勇太郎 [7] 鈴木 昂  

8  84
エキスパートパワーシ

ズオカ 鈴木 昂 6-4 6-3 只木 信彰

 40 ノア･インドアステージ 華谷 宗 [3]  喜多 文明

9  55
三友スポーツマネジメ

ント 金城 充 華谷 宗 [3] 8-6
Q 159 周南市役所 寺本 嵩史 金城 充  

10   近畿大学 市川 凌輔 7-6(3) 6-3 華谷 宗 [3]
Q  大阪教育大学 小川 大虎  金城 充

11  291 亜細亜大学 清水 奎吾 小川 大虎 6-3 2-6 [11-9]
WC 363 同志社大学 中山 僚 清水 奎吾  

12  382 同志社大学 大窪 広海 6-4 5-7 [10-3] 華谷 宗 [3]
 149 大阪体育大学 中園 康太  金城 充

13  100 トップラン 菊地 裕太 中園 康太 6-0 6-2

 363 大阪社会体育専門学校 岡田 愛輝 菊地 裕太  

14  334 大阪社会体育専門学校 藤田 智樹 6-2 6-3 矢野 洋 [6]
 111 関西大学 林 大貴  福田 勝志

15  180 関西大学 髙村 烈司 矢野 洋 [6] 6-2 6-4
 71 ケイエスシー 矢野 洋 [6] 福田 勝志  

16  49 ASIA PARTNERSHIP FUND 福田 勝志 6-2 7-5 正林 知大 [2]
 42 テニスユニバース 上杉 哲平 [8]  竹島 駿朗

17  113 リコー 喜多 元明 上杉 哲平 [8] 7-6(3) 3-6 [10-4]
 450 相生学院高等学校 久保 晃平 喜多 元明  

18  236 相生学院高等学校 田中 聖人 7-5 6-3 島田 達也

 211 関西大学 島田 達也  村田 龍紀

19  132 日本大学 村田 龍紀 島田 達也 6-3 7-5
 163 近畿大学 恒松 優也 村田 龍紀  

20  141 近畿大学 高木 修 6-3 7-6(7) 島田 達也

 327 東洋学園大学 佐藤 陽  村田 龍紀

21  374 東洋学園大学 土屋 薫平 上曽山 拓実 6-1 6-3
Q 363 関西大学 上曽山 拓実 須田 宗次郎  

22   
関西大学体育会テニス

部 須田 宗次郎 6-1 6-3 岡崎 大倭

Q  甲南大学 岡崎 大倭  藤永 大真

23  426 甲南学園硬式庭球部 藤永 大真 岡崎 大倭 6-7(5) 6-2 [12-10]

 61 福井県スポーツ協会 ロンギ 正幸 [4] 藤永 大真  

24  37
エキスパートパワーシ

ズオカ 奥 大賢 6-7(5) 6-4 [10-5] 正林 知大 [2]

 51
ひばりヶ丘新豊テニス

クラブ 濱中 重宏 [5]  竹島 駿朗

25  47 アスリードＴＡ 金城 光 濱中 重宏 [5] 8-1
Q 458 甲南大学 吉田 有宇哉 金城 光  

26   甲南大学 東川 将大 6-4 6-7(6) [10-8] 濱中 重宏 [5]

 80
橋本総業ホールディン

グス 松尾 友貴  金城 光
27  321 あきやま病院 藤井 信太 水口 凌 6-2 6-3

Q 307 近畿大学 水口 凌 薮田 司  
28   近畿大学 薮田 司 w.o. 正林 知大 [2]

 152 神戸学院大学 大塚 健太郎  竹島 駿朗

29  146 神戸学院大学 石川 希望 大塚 健太郎 7-6(2) 5-7 [10-6]
 169 星田テニスクラブ 曽川 大輔 石川 希望  

30  243 近畿大学 楠部 佑真 2-6 7-5 [11-9] 正林 知大 [2]
 88 ビッグK 広川 裕太  竹島 駿朗

31  85 テニス ハウス fun 石川 頌季 正林 知大 [2] 6-3 6-2
 41 中央大学 正林 知大 [2] 竹島 駿朗  

32  19 Team REC 竹島 駿朗 6-2 6-1
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1  69 テニスユニバース 北山 由佳 [1]  

    北山 由佳 [1]
2    Bye   

     佃 紫帆

3 Q 478 大阪学芸高 田村 まりな  7-5 6-1
    佃 紫帆  

4 WC 390 長尾谷高等学校 佃 紫帆 6-1 6-1  
     佃 紫帆

5 Q  園田学園女子大学 西野 さくら  8-3
    児山 心美  

6  344 Pro Star Tennis 児山 心美 6-3 7-5  
     児山 心美

7    Bye  6-2 6-4
    佐藤 成美 [14]  

8  230 神戸松蔭女子学院大学 佐藤 成美 [14]   
     佃 紫帆

9  173 関西大学 中塚 桃子 [9]  8-6
    中塚 桃子 [9]  

10    Bye   
     松下 菜々

11 Q  トップラン 松下 菜々  6-1 6-2
    松下 菜々  

12 Q  江坂テニスセンター 小畑 コトリ 6-4 7-6(4)  
     松下 菜々

13 Q  関西大学 宮内 理瑚  9-8(5)
    東谷 和  

14 Q 501 園田学園女子大学 東谷 和 6-3 7-5  
     東谷 和

15    Bye  6-3 6-4
    高木 翼 [8]  

16  166 ノア･インドアステージ 高木 翼 [8]   

     樋口 菜穂子 [13]

17  84 テニスユニバース 長船 香菜子 [3]  8-6

    長船 香菜子 [3]  
18    Bye   

     長船 香菜子 [3]
19 Q 436 園田学園女子大学 伊藤 優子  6-4 6-4

    伊藤 優子  
20 WC  相生学院高校 古賀 麻尋 3-6 6-4 7-5  

     樋口 菜穂子 [13]

21  338
アサヒ緑健久山テニス倶楽

部 野口 和佳奈  8-4
    野口 和佳奈  

22  308
イヌヅカスポーツプランニ

ング 尾山 凜花 2-6 6-4 6-4  

     樋口 菜穂子 [13]
23    Bye  6-1 6-1

    樋口 菜穂子 [13]  

24  192 大阪大学 樋口 菜穂子 [13]   

     樋口 菜穂子 [13]
25  176 同志社大学 伊藤 日和 [10]  8-2

    伊藤 日和 [10]  
26    Bye   

     伊藤 日和 [10]
27  366 TEAM STUFF 宮西 梨菜  6-2 6-1

    宮西 梨菜  
28  254 パブリックテニス洛西 繁益 春音 1-6 6-4 6-3  

     伊藤 日和 [10]
29 Q  同志社大学 池内 七夕  8-4

    西田 賀杏央  

30 WC  テニスクラブセブンスリー 西田 賀杏央 6-4 7-5  
     堺 愛結 [6]

31    Bye  6-0 6-2
    堺 愛結 [6]  

32  143 姫路大学 堺 愛結 [6]   



     越野 菜摘 [5]
33  115 関西大学 越野 菜摘 [5]  w.o.

    越野 菜摘 [5]  
34    Bye   

     越野 菜摘 [5]
35  328 TEAM KOMADA 駒田 光音  w.o.

    駒田 光音  

36 Q 478
テニスクラブ コ･ス･パ八

尾南 杉本 愛佳 6-2 7-5  
     越野 菜摘 [5]

37  327 酒井テニス企画 梶野 桃子  8-5
    鎌田 琴衣  

38 WC 396 関西大学 鎌田 琴衣 6-2 6-3  
     鎌田 琴衣

39    Bye  6-4 6-0
    橘 彩音 [12]  

40  189 関西大学 橘 彩音 [12]   
     越野 菜摘 [5]

41  231 甲南高校 中谷 琴乃 [15]  8-2
    中谷 琴乃 [15]  

42    Bye   
     中谷 琴乃 [15]

43  371 テニスエナジー 菅 日向  6-0 6-0
    菅 日向  

44  267
ルーセントテニスクラブ枚

方 吉田 花彗 6-2 6-2  
     尾関 彩花 [4]

45 Q 436 城南学園中学校 武本 萌衣  8-1
    眞鍋 楓果  

46  379 TURKEY TENNIS 眞鍋 楓果 6-7(2) 6-0 6-3  
     尾関 彩花 [4]

47    Bye  6-0 6-3
    尾関 彩花 [4]  

48  107 テニスユニバース 尾関 彩花 [4]   
     越野 菜摘 [5]

49  159 やすいそ庭球部 丸古 陽女 [7]  8-4
    丸古 陽女 [7]  

50    Bye   
     田中 菜冴美

51 Q  相生学院高校 田中 菜冴美  7-6(8) 6-1
    田中 菜冴美  

52  283 京都外大西高等学校 安本 華音 6-0 6-4  
     大野 菜々子

53  354 INOUE.T.A 芹川 楓花  8-1
    大野 菜々子  

54  354 関西大学 大野 菜々子 6-3 6-0  
     大野 菜々子

55    Bye  6-2 6-0
    宮田 杏香 [11]  

56  184 姫路大学 宮田 杏香 [11]   
     藤原 夕貴 [2]

57  242 園田学園女子大学 石井 あづさ [16]  8-4

    石井 あづさ [16]  
58    Bye   

     桐山 陽菜

59  313 関西大学 桐山 陽菜  6-2 6-1
    桐山 陽菜  

60 Q 414 TENNIS　SUPPORT　“梅塾” 田邑 来未 6-3 6-7(4) 6-1  
     藤原 夕貴 [2]

61  297 テニス トピア 勝間 みなみ  8-0
    勝間 みなみ  

62  371
コスパ光明池テニスガーデ

ン 坂口 百々恵 6-1 6-2  
     藤原 夕貴 [2]

63    Bye  6-2 6-1
    藤原 夕貴 [2]  

64  81 姫路大学 藤原 夕貴 [2]  
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 82 テニスユニバース 尾関 彩花 [1]
1  70 テニスユニバース 長船 香菜子 尾関 彩花 [1]

    長船 香菜子

2    Bye  尾関 彩花 [1]
WC  神戸松蔭女子学院大学 佐藤 成美  長船 香菜子

3   神戸松蔭女子学院大学 室山 志帆 山口 花音 6-1 3-6 [10-8]
  城南学園 山口 花音 武本 萌衣  

4  277 城南学園中学校 武本 萌衣 2-6 6-4 [10-5] 中塚 桃子 [8]
 288 Pro Star Tennis 児山 心美  鎌田 琴衣

5  315 神村学園 辻 歩果 児山 心美 2-6 6-3 [11-9]
  城南学園中学校 吉川 木乃香 辻 歩果  

6   WACC 山田 彩 6-0 6-1 中塚 桃子 [8]
     鎌田 琴衣

7    Bye 中塚 桃子 [8] 6-2 7-6(4)
 173 関西大学 中塚 桃子 [8] 鎌田 琴衣  

8  315 関西大学 鎌田 琴衣  中谷 琴乃 [7]
 127 長尾谷高等学校 佃 紫帆 [3]  橘 彩音

9  128 テニスクラブセブンスリー 西田 賀杏央 佃 紫帆 [3] 8-2
    西田 賀杏央  

10    Bye  佃 紫帆 [3]
  同志社大学 池内 七夕  西田 賀杏央

11  126 姫路大学 藤原 夕貴 古賀 麻尋 6-4 6-4
  相生学院高校 古賀 麻尋 田中 菜冴美  

12   相生学院高校 田中 菜冴美 7-6(5) 6-0 中谷 琴乃 [7]
 169 大阪大学 樋口 菜穂子  橘 彩音

13   
パブリックテニスイングラ

ンド 清水 梨沙 樋口 菜穂子 6-2 6-4
  京都外大西高等学校 松野 朋実 清水 梨沙  

14  154 京都外大西高等学校 清水 柚華 6-1 6-7(4) [10-1] 中谷 琴乃 [7]
     橘 彩音

15    Bye 中谷 琴乃 [7] 3-6 6-4 [10-7]
 164 甲南高校 中谷 琴乃 [7] 橘 彩音  

16  315 関西大学 橘 彩音  大野 菜々子 [4]
 315 園田学園女子大学 伊藤 優子 [5]  越野 菜摘

17  56 園田学園女子大学 東谷 和 伊藤 優子 [5] 8-4
    東谷 和  

18    Bye  伊藤 優子 [5]
  関西大学 宮内 理瑚  東谷 和

19   関西大学 桐山 陽菜 宮内 理瑚 6-3 6-2
  MSサウサリート 弘原海 結子 桐山 陽菜  

20  315 城南学園中学校 末廣 茜 6-1 7-5 大野 菜々子 [4]

 255
ルーセントテニスクラブ枚

方 吉田 花彗  越野 菜摘

21   
履正社医療スポーツ専門学

校 矢嶋 春菜 吉田 花彗 6-2 6-1

  
イヌヅカスポーツプランニ

ング 尾山 凜花 矢嶋 春菜  

22  315 TURKEY TENNIS 眞鍋 楓果 6-3 7-6(5) 大野 菜々子 [4]
     越野 菜摘

23    Bye 大野 菜々子 [4] 6-0 6-1

 155 関西大学 大野 菜々子 [4] 越野 菜摘  

24  132 関西大学 越野 菜摘  大野 菜々子 [4]

 220 テニス トピア 勝間 みなみ [6]  越野 菜摘

25  220 大阪学芸高 田村 まりな 勝間 みなみ [6] 8-1
    田村 まりな  

26    Bye  松下 菜々

  トップラン 松下 菜々  角田 唯
27  277 相生学院高等学校 角田 唯 松下 菜々 7-6(2) 4-6 [10-6]

 315 TENNIS　SUPPORT　“梅塾” 田邑 来未 角田 唯  

28   TENNIS　SUPPORT　“梅塾” 田邑 知陽 6-2 6-2 堺 愛結 [2]

  
テニスクラブ コ･ス･パ八尾

南 杉本 愛佳  宮田 杏香

29   TENNIS　SUPPORT　“梅塾” 田内 結那 川口 日菜紗 6-3 6-4
 315 TAクレセント城陽 川口 日菜紗 繁益 春音  

30  315 パブリックテニス洛西 繁益 春音 6-3 6-1 堺 愛結 [2]
     宮田 杏香

31    Bye 堺 愛結 [2] 6-3 4-6 [10-4]
 103 姫路大学 堺 愛結 [2] 宮田 杏香  

32  105 姫路大学 宮田 杏香  




