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所属団体 府県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 ﾙｰｾﾝﾄJrｱｶﾃﾞﾐｰ 大阪 安藤 大貴 [1]  

   安藤 大貴 [1]
2 和歌山ｲﾝﾄﾞｱTC 和歌山 有本 光佑 6-0 6-0  

    安藤 大貴 [1]
3 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 京都 奈良 拓明  6-0 6-2

   井内 啓士朗  
4 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ八尾南 大阪 井内 啓士朗 6-3 6-4  

    安藤 大貴 [1]
5 INOUE TA 京都 小倉 孝介  6-2 6-2

   藤﨑 陽士  
6 宝塚TCO 兵庫 藤﨑 陽士 6-2 7-6  

    藤﨑 陽士

7 Let'sﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ西浜 和歌山 森山 開史  6-4 3-6 6-4
   森山 開史  

8 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 奥野 慧 [7] 3-6 6-1 10-8  
    安藤 大貴 [1]

9 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 兵庫 五島 科依 [4]  6-2 6-4
   五島 科依 [4]  

10 ﾃﾆｽﾄﾋﾟｱ 大阪 吉本 楽 6-2 6-3  
    五島 科依 [4]

11 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 小西 大志  6-1 6-2
   埒 諒  

12 ｲﾇﾂﾞｶｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 大阪 埒 諒 1-6 6-2 6-0  
    平野 悠大 [6]

13 ｶﾗﾊﾞｯｼｭTC 大阪 新開 泰丸  6-4 4-6 6-2
   新開 泰丸  

14 大渡TA 京都 渡邉 都音 6-1 6-3  
    平野 悠大 [6]

15 MSS橿原 奈良 菱木 駿  6-0 6-4
   平野 悠大 [6]  

16 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 平野 悠大 [6] 6-0 6-1  
    安藤 大貴 [1]

17 宝塚TCO 兵庫 吉田 律空 [5]  6-3 6-2
   吉田 律空 [5]  

18 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 日野 陽介 6-4 7-5  
    吉田 律空 [5]

19 神戸ﾛｰﾝTC 兵庫 辻 誠之介  6-2 6-4
   山本 悠聖  

20 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 山本 悠聖 w.o.  
    吉田 律空 [5]

21 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 兵庫 玉木 翔大  6-4 6-4
   玉木 翔大  

22 和歌山ｲﾝﾄﾞｱTC 和歌山 福田 皇紀 6-0 6-2  
    堀場 琉之介 [3]

23 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 京都 宇川 開惺  7-6(5) 4-6 6-2
   堀場 琉之介 [3]  

24 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ八尾南 大阪 堀場 琉之介 [3] 7-5 6-7(5) 6-2  
    大垣 心太郎 [2]

25 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 大政 光輝 [8]  4-6 6-0 12-10
   大政 光輝 [8]  

26 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ三国ヶ丘 大阪 高村 透真 6-1 6-1  
    大政 光輝 [8]

27 ﾗｲｽﾞTA 和歌山 井上 天晴  6-1 7-5
   山田 航輝  

28 湯山泰次TS 京都 山田 航輝 6-1 6-3  
    大垣 心太郎 [2]

29 A&F 兵庫 大浦 遊唯翔  6-4 6-4
   安居院 虹斗  

30 ARROWS T.S 滋賀 安居院 虹斗 2-6 6-2 6-3  順位 3-4 平野 悠大 [6]  
    大垣 心太郎 [2]  吉田 律空 [5]

31 YELL TA 奈良 山口 慶二  6-1 6-4 吉田 律空 [5] 8-1
   大垣 心太郎 [2]  

32 INOUE TA 京都 大垣 心太郎 [2] 6-3 6-4
  順位 5-8 藤﨑 陽士  
   五島 科依 [4]
  五島 科依 [4] 6-4  
    堀場 琉之介 [3]
  堀場 琉之介 [3]  6-2
   堀場 琉之介 [3]  
  大政 光輝 [8] 6-4
   
  順位 7-8 藤﨑 陽士  
    
  大政 光輝 [8]  


