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所属団体 府県 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 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC 京都 奥村 亘 6-2 6-0  

    鈴木 琉斗 [1]
3 YELL TA 奈良 日野 良祐  6-3 6-1

   内藤 圭吾  
4 ﾃﾆｽﾗｳﾝｼﾞ奈良 奈良 内藤 圭吾 6-3 6-1  

    鈴木 琉斗 [1]
5 TEAMSTUFF 大阪 赤澤 誓  7-5 6-3

   赤澤 誓  
6 ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC 京都 西田 理人 6-1 6-1  

    西山 蒼司 [5]
7 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ光明池TG 大阪 宮崎 楓  6-2 6-1

   西山 蒼司 [5]  
8 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 兵庫 西山 蒼司 [5] 6-3 6-1  

    鈴木 琉斗 [1]
9 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 兵庫 尾崎 奏多 [3]  6-3 6-2

   尾崎 奏多 [3]  
10 星田TC 大阪 西野 凌平 6-0 6-3  

    尾崎 奏多 [3]
11 立命館宇治中 京都 名井 裕亮  6-1 6-0

   清水 良真  
12 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 兵庫 清水 良真 2-6 6-4 6-4  

    高橋 央太郎 [8]
13 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 長友 春鷹  6-2 7-5

   長友 春鷹  
14 CozyTA 兵庫 菊川 雄介 6-3 6-1  

    高橋 央太郎 [8]
15 橋本かつらぎ 和歌山 大田 雅之  6-0 7-5

   高橋 央太郎 [8]  
16 First-J 兵庫 高橋 央太郎 [8] 6-2 6-2  

    鈴木 琉斗 [1]
17 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 三好 碧生 [6]  w.o.

   三好 碧生 [6]  
18 TMD 和歌山 宮川 陽南太 6-1 6-1  

    三好 碧生 [6]
19 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 竹下 恭平  6-3 7-6(1)

   古市 壮  
20 湯山泰次TS 京都 古市 壮 6-4 6-2  

    三好 碧生 [6]
21 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 川島 琉生  6-1 7-5

   川島 琉生  
22 ｺﾊﾟﾝT.S 滋賀 伴 悠斗 6-3 7-5  

    中富 奏太 [4]
23 ｸﾞﾘｰﾝTC 和歌山 大西 寛太郎  7-6(3) 7-5

   中富 奏太 [4]  
24 星田TC 大阪 中富 奏太 [4] 6-2 6-1  

    駒田 瑛人 [2]
25 光泉ｶﾄﾘｯｸ中 滋賀 西垣 翼 [7]  7-5 6-3

   大塚 弦  
26 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 大塚 弦 6-0 7-6(4)  

    橋本 琉世

27 TEAM ADVANCE 奈良 井ﾉ口 稜人  6-3 6-4
   橋本 琉世  

28 美原庭球塾 大阪 橋本 琉世 6-0 6-3  
    駒田 瑛人 [2]

29 First-J Osaka 大阪 川島 想  6-2 6-2
   中本 莉空  

30 JACﾃﾆｽﾊﾟｰｸ炭山 京都 中本 莉空 6-0 6-2  順位 3-4 高橋 央太郎 [8]  
    駒田 瑛人 [2]  高橋 央太郎 [8]

31 ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞTC 和歌山 奥村 惺  6-2 6-1 三好 碧生 [6] 8-6
   駒田 瑛人 [2]  

32 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 兵庫 駒田 瑛人 [2] 6-1 6-2
  順位 5-8 西山 蒼司 [5]  
   尾崎 奏多 [3]
  尾崎 奏多 [3] 6-3 6-2  
    尾崎 奏多 [3]
  中富 奏太 [4]  6-3 6-1
   中富 奏太 [4]  
  橋本 琉世 7-5 6-4
   
  順位 7-8 西山 蒼司 [5]  
    
  橋本 琉世  


