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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
M107809 ユニークスタイルテニスアカデミー 木村 拓馬 [1]

1 M107937 ユニークスタイルテニスアカデミー 越村 昭斗 木村 拓馬 [1]
   越村 昭斗

2   Bye 1  木村 拓馬 [1]
西大和学園 寺本 侑真  越村 昭斗

3 西大和学園 島 巧樹 榎本 友一 6-0
M190581 西大和学園 榎本 友一 阪本 圭哉  

4 M194750 西大和学園 阪本 圭哉 W.O 木村 拓馬 [1]
    越村 昭斗

5   Bye 17 右京 聖惟 6-0
M195432 奈良学園中学校 右京 聖惟 塩見 達哉  

6 M194728 奈良学園中学校 塩見 達哉  右京 聖惟
    塩見 達哉

7   Bye 15 所 慧 [16] 6-3
M190586 東大寺 所 慧 [16] 辻村 航太郎  

8 M194606 東大寺 辻村 航太郎  木村 拓馬 [1]
M194574 東大寺 松本 彪 [10]  越村 昭斗

9 M140099 東大寺 石河 慶 松本 彪 [10] 6-0
   石河 慶  

10   Bye 9  松本 彪 [10]
M200150 東大寺 小川 瑛介  石河 慶

11 M200152 東大寺 山中 淳武 小川 瑛介 6-0
   山中 淳武  

12   Bye 24  廣田 祐也 [8]
M194639 まほろばテニススクール 板垣 悠河  松村 怜哉

13 M194640 まほろばテニススクール 神谷 隆斗 板垣 悠河 6-1
M195024 東大寺 夏見 碧人 神谷 隆斗  

14 M170651 東大寺 木村 爽真 6-4 廣田 祐也 [8]
    松村 怜哉

15   Bye 7 廣田 祐也 [8] 7-5
M140096 奈良学園登美ヶ丘 廣田 祐也 [8] 松村 怜哉  

16 M190600 奈良学園登美ヶ丘 松村 怜哉  坂本 光音 [5]
M97162 西大和学園 上岡 奏登 [3]  大塚 弦

17 M190582 西大和学園 上野 優 上岡 奏登 [3] 6-4
   上野 優  

18   Bye 3  上岡 奏登 [3]
M195025 東大寺 玉垣 孝樹  上野 優

19 M195453 東大寺 辻浦 青葉 玉垣 孝樹 6-0
西大和学園 山川 大和 辻浦 青葉  

20 西大和学園 山田 逢介 6-0 上岡 奏登 [3]
    上野 優

21   Bye 20 徳田 脩人 6-0
M166572 奈良女子大学附属中等教育学校 徳田 脩人 片山 璃玖  

22 M179046 奈良女子大学附属中等教育学校 片山 璃玖  徳田 脩人
    片山 璃玖

23   Bye 13 朝生 理貴 [15] 7-5
M200173 西大和学園 朝生 理貴 [15] 鴨谷 拓  

24 M144428 西大和学園 鴨谷 拓  坂本 光音 [5]
M144468 MTP学園前ロイヤル 瀬尾 悠太 [9]  大塚 弦

25 M166552 テニスラウンジ奈良 荒木 真弥 瀬尾 悠太 [9] 6-3
   荒木 真弥  

26   Bye 11  瀬尾 悠太 [9]
M200151 東大寺 白川 貴久  荒木 真弥

27 M200148 東大寺 長島 秀太朗 山羽 輝 6-1
M190591 奈良学園中学校 山羽 輝 河音 拓磨  

28 M176521 奈良学園中学校 河音 拓磨 6-0 坂本 光音 [5]
M190595 奈良女子大学附属中等教育学校 坂本 昂士郎  大塚 弦

29 M190594 奈良女子大学附属中等教育学校 狩野 照瑛 坂本 昂士郎 6-2
富雄中学校 川邊 和輝 狩野 照瑛  

30 富雄中学校 赤瀬 敦紀 6-0 坂本 光音 [5]
    大塚 弦

31   Bye 5 坂本 光音 [5] 6-0
M97244 O's 坂本 光音 [5] 大塚 弦  

32 M108381 ダイヤモンドTC学園前 大塚 弦  坂本 光音 [5]
M140128 佐保山テニスクラブ 岩熊 櫂叶 [7]  大塚 弦

33 M190615 佐保山テニスクラブ 玉生 康都 岩熊 櫂叶 [7] 6-3,6-1
   玉生 康都  

34   Bye 6  中井 哲平
M195498 西大和学園 多胡 和馬  桐山 祐輝

35 M194717 西大和学園 岩村 一輝 中井 哲平 W.O
M195046 奈良学園登美ヶ丘 中井 哲平 桐山 祐輝  

36 M166485 奈良学園登美ヶ丘 桐山 祐輝 6-3 大田 巧翔 [12]
    福島 大翔

37   Bye 22 富田 幹裕 7-6(3)
西大和学園 富田 幹裕 岡田 健伸  

38 西大和学園 岡田 健伸  大田 巧翔 [12]
    福島 大翔

39   Bye 12 大田 巧翔 [12] W.O
M190585 東大寺 大田 巧翔 [12] 福島 大翔  

40 M190589 東大寺 福島 大翔  八木 颯太
M190590 東大寺 山口 凌 [13]  荒木 太智

41 M190584 東大寺 木村 啓太 山口 凌 [13] 6-0
   木村 啓太  

42   Bye 14  山口 凌 [13]
M195476 奈良女子大学附属中等教育学校 川井 拓仁  木村 啓太

43 M195465 奈良女子大学附属中等教育学校 萬代 朋宏 川井 拓仁 6-1
   萬代 朋宏  

44   Bye 19  八木 颯太
M140180 奈良学園中学校 八木 颯太  荒木 太智

45 M195036 奈良学園中学校 荒木 太智 八木 颯太 6-3
M200149 東大寺 堤 康太郎 荒木 太智  

46 M195014 東大寺 松村 優来 W.O 八木 颯太
    荒木 太智

47   Bye 4 谷 陽平 [4] 6-4
M140165 YELL Tennis Academy 谷 陽平 [4] 貴志 夏都  

48 M140118 佐保山テニスクラブ 貴志 夏都  大嶋 和希 [2]
M140181 MSS橿原 中山 瑠人 [6]  大河 倖大

49 M140163 MSS橿原 鳥居 幹太 中山 瑠人 [6] 6-3
   鳥居 幹太  

50   Bye 8  中山 瑠人 [6]
西大和学園 中川 慶祐  鳥居 幹太

51 M195442 西大和学園 戸田 尊 中川 慶祐 6-1
   戸田 尊  

52   Bye 26  中山 瑠人 [6]
M195443 西大和学園 市川 桂大  鳥居 幹太

53 M144489 西大和学園 馬場 瑛大 市川 桂大 6-1
M200161 奈良女子大学附属中等教育学校 平野 惺一朗 馬場 瑛大  

54 M195475 奈良女子大学附属中等教育学校 牧田 幸太郎 W.O 仲井 大貴 [11]
    小谷 菜生人

55   Bye 10 仲井 大貴 [11] 6-1
M178909 ハードボールテニス 仲井 大貴 [11] 小谷 菜生人  

56 M140153 MSS橿原 小谷 菜生人  大嶋 和希 [2]
M190583 西大和学園 市川 晃大 [14]  大河 倖大

57 M143133 西大和学園 龍田 悠吾 市川 晃大 [14] 6-2
   龍田 悠吾  

58   Bye 16  市川 晃大 [14]
M200169 富雄中学校 中島 悠斗  龍田 悠吾

59 M200160 富雄中学校 中川 航 中島 悠斗 6-0
M200157 富雄中学校 下元 琉維 中川 航  

60 富雄中学校 小柴 一真 7-5 大嶋 和希 [2]
M144707 東大寺 山本 悠人  大河 倖大

61 M195003 東大寺 石田 大河 三橋 悠生 6-1
M140175 奈良学園中学校 三橋 悠生 松田 祥平  

62 M200165 奈良学園中学校 松田 祥平 6-4 大嶋 和希 [2]
    大河 倖大

63   Bye 2 大嶋 和希 [2] 6-3
M108380 MSS橿原 大嶋 和希 [2] 大河 倖大  

64 M107935 YELL Tennis Academy 大河 倖大  


