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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M691878 ダイヤモンドTC学園前 日野 陽介 [1]

1 M186672 ダイヤモンドTC学園前 柴田 陽之介 日野 陽介 [1]

   柴田 陽之介

2   Bye 1  日野 陽介 [1]

M206805 ダイヤモンドTC学園前 宮本 晃介  柴田 陽之介

3 M206804 ダイヤモンドTC学園前 寺田 晨之助 森田 樹 6-0

MTP学園前ロイヤル 森田 樹 畑本 陸太  

4 MTP学園前ロイヤル 畑本 陸太 6-0 日野 陽介 [1]

M206733 ユニークスタイルTA 中村 勇心  柴田 陽之介

5 M200131 ユニークスタイルTA 中窪 望 中村 勇心 6-0

M206741 MTP学園前ロイヤル 南川 和輝 中窪 望  

6 M197778 MTP学園前ロイヤル 石田 元輝 6-3 下間 明冴光 [8]

テニスラウンジ奈良 地頭所 楽  星 郁人

7 M200138 テニスラウンジ奈良 大川 陽翔 下間 明冴光 [8] 6-1

M194464 O's 下間 明冴光 [8] 星 郁人  

8 M194408 O's 星 郁人 6-3 日野 陽介 [1]

M194552 奈良国際テニスクラブ 猪口 怜 [4]  柴田 陽之介

9 M194541 奈良国際テニスクラブ 米田 多利 猪口 怜 [4] 6-0

YELL Tennis Academy 保科 智紀 米田 多利  

10 YELL Tennis Academy 津田 隼弥 6-0 猪口 怜 [4]

ユニークスタイルTA 南 理来  米田 多利

11 M200134 香芝インドアTS 田中 照悟 柴田 藍之介 6-1

M200145 ダイヤモンドTC学園前 柴田 藍之介 藤川 慶  

12 M200144 ダイヤモンドTC学園前 藤川 慶 6-1 猪口 怜 [4]

M195431 ダイヤモンドTC学園前 和田 智仁  米田 多利

13 M194970 ダイヤモンドTC学園前 高木 星名 和田 智仁 6-4

M206732 ユニークスタイルTA 乾 智稀 高木 星名  

14 M206729 ユニークスタイルTA 森繁 悠仁 6-0 和田 智仁

M194783 テニスラウンジ奈良 渡部 亮弥  高木 星名

15 M206725 テニスラウンジ奈良 藤原 耕太朗 渡部 亮弥 6-1

M166490 TN21 北浦 悠翔 [6] 藤原 耕太朗  

16 M186678 MTP学園前ロイヤル 阿部 登羽 W.O 日野 陽介 [1]

M194519 MTP学園前ロイヤル 坂田 周平 [5]  柴田 陽之介

17 M181723 MTP学園前ロイヤル 芝原 樟汰 坂田 周平 [5] 6-2,6-1

M206735 ダイヤモンドTC学園前 谷村 遥紀 芝原 樟汰  

18 ダイヤモンドTC学園前 郷 大樹  坂田 周平 [5]

ユニークスタイルTA 梅崎 志  芝原 樟汰

19 ユニークスタイルTA 石井 宥祐 梅崎 志 6-1

M206738 ユニークスタイルTA 大浦 陽希 石井 宥祐  

20 M206739 まほろばテニススクール 奥田 誠 6-4 中 友翔 [3]

ダイヤモンドTC学園前 宮下 遥行  加藤 龍之介

21 ダイヤモンドTC学園前 新谷 統馬 弓場 瑛士 6-3

M194562 MTP学園前ロイヤル 弓場 瑛士 新城 陽真  

22 M194518 MTP学園前ロイヤル 新城 陽真 6-0 中 友翔 [3]

    加藤 龍之介

23   Bye 4 中 友翔 [3] 6-0

M194409 ユニークスタイルTA 中 友翔 [3] 加藤 龍之介  

24 M194420 ユニークスタイルTA 加藤 龍之介  古川 一希

M194496 YELL Tennis Academy 中尾 将隆 [7]  近藤 直太朗

25 M206742 YELL Tennis Academy 松田 遊 中尾 将隆 [7] 6-4

M206731 ユニークスタイルTA 小林 陸人 松田 遊  

26 M206730 ユニークスタイルTA 徳冨 尊 6-0 中尾 将隆 [7]

M200147 vickyﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 中山 大喜  松田 遊

27 M166605 O's 植田 琉仁 中山 大喜 6-0

ユニークスタイルTA 有岡 真志 植田 琉仁  

28 ユニークスタイルTA 梅崎 篤 6-0 古川 一希

M194980 ダイヤモンドTC学園前 原田 陸玖  近藤 直太朗

29 M200146 ダイヤモンドTC学園前 長瀬 恒平 古川 一希 6-1

M186677 佐保山テニスクラブ 古川 一希 近藤 直太朗  

30 M194486 テニスラウンジ奈良 近藤 直太朗 6-1 古川 一希

    近藤 直太朗

31   Bye 2 岡野 琉 [2] 6-1

M166604 YELL Tennis Academy 岡野 琉 [2] 杉本 吏飛  

32 M194419 ユニークスタイルTA 杉本 吏飛  
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日野 陽介 古川 一希

柴田 陽之介 近藤 直太朗

中 友翔 猪口 怜

加藤 龍之介 米田 多利

下間 明冴光

星 郁人 62

和田 智仁

高木 星名 62

61 坂田 周平

芝原 樟汰 62
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松田 遊
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