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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
M166482 ダイヤモンドTC学園前 上田 湧太 [1]

1 M140200 ダイヤモンドTC学園前 長友 春鷹 上田 湧太 [1]
   長友 春鷹

2   Bye 1  上田 湧太 [1]
M206749 東大寺 伊東 信喜  長友 春鷹

3 東大寺 板脇 正宗 清水 遥稀 6-1
M195035 東大寺 清水 遥稀 清水 雅之  

4 M140207 東大寺 清水 雅之 6-1 上田 湧太 [1]
M200140 アイル．ＴＦＣ 井藤 煌大  長友 春鷹

5 M200141 アイル．ＴＦＣ 磯部 宗佑 坂本 都登 6-0
M140198 まほろばテニススクール 坂本 都登 松木 大信  

6 M178905 奈良学園登美ヶ丘 松木 大信 6-0 坂本 都登
M200139 アイル．ＴＦＣ 東畑 颯真  松木 大信

7 M140197 アイル．ＴＦＣ 秦 東吾 中谷 壮我 [8] 6-2
M166550 ＭＳＳ橿原 中谷 壮我 [8] 植田 瑛仁  

8 M140208 ＭＳＳ橿原 植田 瑛仁 6-2 上田 湧太 [1]
M140188 TEAM ADVANCE 井ノ口 稜人 [4]  長友 春鷹

9 M140191 MTP学園前ロイヤル 田畑 竜輝 井ノ口 稜人 [4] 6-1
M166602 奈良学園登美ヶ丘 澤 優太 田畑 竜輝  

10 M178904 奈良学園登美ヶ丘 濱尾 歩 6-0 井ノ口 稜人 [4]
奈良学園登美ヶ丘中学校 山田 晟  田畑 竜輝

11 奈良学園登美ヶ丘中学校 秀石 陸隼 佐々木 悠 6-0
奈良学園登美ヶ丘中学校 佐々木 悠 小椋 蒼太  

12 奈良学園登美ヶ丘中学校 小椋 蒼太 6-2 井ノ口 稜人 [4]
M206806 奈良学園中学校 芳谷 祐樹  田畑 竜輝

13 M206807 奈良学園中学校 長谷川 瑞希 芳谷 祐樹 6-1
M206809 奈良女子大学附属 中山 貴裕 長谷川 瑞希  

14 S058 奈良女子大学附属 山本 虎心郎 6-1 加藤 遙真 [6]
M140221 西口TA 和泉 凱之  後藤 大輝

15 M194475 TN21 林 良太郎 加藤 遙真 [6] 6-1
M194485 PROGRESS 加藤 遙真 [6] 後藤 大輝  

16 M194474 PROGRESS 後藤 大輝 6-4  
M166488 佐保山テニスクラブ 南野 光輝 [5]   

17 M140206 佐保山テニスクラブ 吉野 佑 南野 光輝 [5]  
M206753 ユニークスタイルTA 塩谷 哲平 吉野 佑  

18 M200130 ユニークスタイルTA 森 蓮斗 6-1 南野 光輝 [5]
M178949 郡山中学校 唐木 義朗  吉野 佑

19 M195454 テニスガーデン広陵 小林 瑞季 磯邉 雄大 6-1
M206811 西大和学園 磯邉 雄大 阪倉 陽向  

20 M206814 西大和学園 阪倉 陽向 6-2 奥野 慧 [3]
M206810 奈良女子大学附属 村上 徹馬  藤本 翔優

21 奈良女子大学附属 石割 樹弥 井上 樹希 6-4
M200164 YELL Tennis Academy 井上 樹希 山中 一樹  

22 M186665 ユニークスタイルTA 山中 一樹 6-0 奥野 慧 [3]
    藤本 翔優

23   Bye 4 奥野 慧 [3] 6-0
M140222 ダイヤモンドTC学園前 奥野 慧 [3] 藤本 翔優  

24 M140213 ダイヤモンドTC学園前 藤本 翔優  奥野 慧 [3]
M194573 西口TA 中村 玲音 [7]  藤本 翔優

25 M166491 西口TA 伊藤 静希 中村 玲音 [7] 7-5
伊藤 静希  

26 Bye 3  後谷 直輝
M194981 奈良学園登美ヶ丘中学校 吉中 嵩真  植田 瑛大

27 M206750 奈良学園登美ヶ丘中学校 工藤 湊斗 後谷 直輝 7-5
M140210 奈良学園中学校 後谷 直輝 植田 瑛大  

28 M206747 奈良学園中学校 植田 瑛大 6-0 山口 慶二 [2]
奈良女子大学附属 河村 聡一朗  日野 良祐

29 奈良女子大学附属 赤堀 仁祐 松井 寿樹 6-2
M206808 奈良学園中学校 松井 寿樹 笹田 浩希  

30 M194529 奈良学園中学校 笹田 浩希 6-0 山口 慶二 [2]
    日野 良祐

31   Bye 2 山口 慶二 [2] 6-0
M140223 YELL Tennis Academy 山口 慶二 [2] 日野 良祐  

32 M140185 YELL Tennis Academy 日野 良祐  


