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所属団体 St. Round 1

1 一筆テニスクラブ 関東  森田 皐介 [1]
2 甲南高 関西  柴田 畝那
3 ドリームＴＳ 九州  大野 琢実
4 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC 東北  佐藤 颯基
5 広島国際学院高 中国  中本 悠水
6 HIROﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ 四国  薦田 直哉
7 チェリーＴＣ 東海  富田 悠太
8 ＴＡクレセント京都 関西  服部 伶矢 [13]
9 ラフ 九州  前田 優 [11]

10 ウィニングショット 東北  齋藤 駿斗
11 柳生園ＴＣ 中国  佐々木 唯人
12 関西高 中国  岩本 晋之介
13 ＧＥＴＴ 北信越 村上 稜真
14 清風高 関西  水口 翔瑛
15 レニックスＴＳ 関東  笹元 紀吾
16 浦和学院高 関東  清水 勇至 [5]
17 桜田倶楽部 関東  三好 健太 [4]
18 チェリーＴＣ 東海  坂本 怜
19 愛媛トレセン 四国  伊藤 拓
20 三菱養和ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 関東  山田 矢音
21 海星学院高 北海道 小笠原 陸
22 HIDEﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 東海  可児 優希
23 高松北高 四国  前田 晟明
24 三重グリーンＴＣ 東海  眞田 将吾 [14]
25 ロイヤルＳＣＴＣ 関東  古姓 寛樹 [9]
26 ＩＴＳ九州 九州  河野 隼也
27 フミヤエース市川ＴＡ 関東  山内 日斗
28 ＴＥＡＭ ＫＯＭＡＤＡ 東海  河田 健太
29 ＷＩＮＮＥＲ 四国  武方 駿哉
30 テニスパーク 北海道 松本 薫
31 室蘭テニス協会 北海道 松田 空
32 レニックスＴＳ 関東  石島 丈慈 [7]
33 リバーＴＳ 関東  大沼 広季 [6]
34 チェリーＴＣ 中国  藤髙 聡真
35 センティア 北信越 井林 奏斗
36 ウィナーズＴＣＯ 中国  今井 汰育
37 名古屋ＬＴＣ 東海  丸井 優希
38 星田ＴＣ 関西  楠戸 遥葵
39 荏原ＳＳＣ 関東  三城 貴雅
40 アイTC 関西  永山 寛基 [12]
41 ｴﾑｽﾀｲﾙﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 北信越 中島 暁 [16]
42 秋田商業高 東北  野坂 迅
43 フミヤエース市川ＴＡ 関東  橋本 圭史
44 ライジング 北海道 長峯 大揮
45 北九州ウエストサイドTC 九州  大神 照太
46 まつぞのｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東北  中村 右京
47 開星中 中国  角 陽太
48 テニスプラザ尼崎 関西  原﨑 朝陽 [3]
49 荏原ＳＳＣ 関東  松岡 隼 [8]
50 ＦＵＫＵＩ.ＪＴＴ 北信越 鈴木 光生
51 ＮＢテニスガーデン 中国  中西 康輔
52 ライジングサンＨＪＣ 九州  浅田 紘輔
53 敦賀気比ＴＴＣ 北信越 渡辺 謙志郎
54 折尾愛真高 九州  堤 優希
55 帯広ウイング 北海道 観野 凌雅
56 テン・ＩＦＴ 関西  山本 夏生 [10]
57 サトウＧＴＣ 関東  本田 尚也 [15]
58 時之栖ＴＣ 東海  後藤 健太
59 センティア 北信越 宮﨑 凰雅
60 高岡ロイヤルＴＣ 北信越 堀 宏成
61 麗澤瑞浪高 東海  川田 駿実
62 シーガイアＴＡ 九州  大岐 優斗
63 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC 東北  佐藤 駿弥
64 新田高 四国  丹下 颯希 [2]

Round 2

 森田 皐介 [1]
 6-2 6-2 
 大野 琢実
 5-7 6-4 6-4 
 中本 悠水
 6-3 6-0 
 服部 伶矢 [13]
 6-3 6-1 
 前田 優 [11]
 7-5 6-0 
 岩本 晋之介
 6-4 6-1 
 水口 翔瑛
 6-2 6-2 
 清水 勇至 [5]
 6-4 6-3 
 三好 健太 [4]
 6-3 6-1 
 山田 矢音
 6-0 6-1 
 小笠原 陸
 6-4 4-6 6-2 
 眞田 将吾 [14]
 6-2 6-0 
 古姓 寛樹 [9]
 6-0 6-3 
 山内 日斗
 6-0 6-1 
 武方 駿哉
 7-6(5) 6-1 
 石島 丈慈 [7]
 7-5 4-6 6-1 
 大沼 広季 [6]
 6-3 6-2 
 今井 汰育
 6-0 6-0 
 楠戸 遥葵
 7-6(3) 6-4 
 永山 寛基 [12]
 6-1 6-2 
 中島 暁 [16]
 6-1 6-1 
 長峯 大揮
 6-4 3-6 6-0 
 中村 右京
 6-4 7-5 
 原﨑 朝陽 [3]
 6-2 6-2 
 松岡 隼 [8]
 6-2 6-2 
 浅田 紘輔
 4-6 6-3 6-4 
 堤 優希
 7-5 7-6(5) 
 山本 夏生 [10]
 6-2 6-3 
 本田 尚也 [15]
 6-3 6-1 
 堀 宏成
 7-6(5) 6-7(4) 6-2 
 川田 駿実
 6-3 6-4 
 丹下 颯希 [2]
 6-1 6-2 

Round 3

 森田 皐介 [1]
 6-1 6-2 

 服部 伶矢 [13]
 7-6(6) 6-2 

 前田 優 [11]
 6-7(6) 6-2 6-4 

 清水 勇至 [5]
 6-3 6-1 

 三好 健太 [4]
 6-2 6-4 

 眞田 将吾 [14]
 6-4 6-3 

 山内 日斗
 6-2 6-1 

 石島 丈慈 [7]
 6-4 7-5 

 大沼 広季 [6]
 7-5 6-0 

 楠戸 遥葵
 6-2 4-6 6-3 

 中島 暁 [16]
 7-6(8) 6-2 

 中村 右京
 6-4 4-6 7-6(8) 

 松岡 隼 [8]
 6-4 6-4 

 山本 夏生 [10]
 6-2 5-7 6-3 

 本田 尚也 [15]
 6-1 6-2 

 丹下 颯希 [2]
 6-1 6-1 

Quarterfinals

 森田 皐介 [1]
 6-3 6-4 

 清水 勇至 [5]
 6-3 7-6(4) 

 三好 健太 [4]
 6-2 6-4 

 山内 日斗
 w.o.

 大沼 広季 [6]
 6-2 6-4 

 中島 暁 [16]
 7-5 6-2 

 松岡 隼 [8]
 6-2 6-3 

 丹下 颯希 [2]
 6-1 6-1 

Semifinals

 森田 皐介 [1]
 6-1 5-7 6-1 

 三好 健太 [4]
 7-6(2) 6-3 

 大沼 広季 [6]
 6-1 7-5 

 丹下 颯希 [2]
 7-5 6-4 

 森田 皐介 [1]順位 3-4
 大沼 広季 [6]

Final

 三好 健太 [4]
 7-6(1) 4-6 6-1 

 丹下 颯希 [2]
 6-3 6-4 

 森田 皐介 [1]
 7-5 6-3 

 三好 健太 [4]
 7-6(4) 6-2 

# シード選手

1 森田 皐介
2 丹下 颯希
3 原﨑 朝陽
4 三好 健太
5 清水 勇至
6 大沼 広季
7 石島 丈慈
8 松岡 隼

9 古姓 寛樹
10 山本 夏生
11 前田 優
12 永山 寛基
13 服部 伶矢
14 眞田 将吾
15 本田 尚也
16 中島 暁

# 補欠 Replacing

1 柴田 畝那
2 毛利 天馬
3 窪田 晃大
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