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所属団体 Round 1

1 春日西TC 関根 大耀  [1]

2  Bye 1

3 ﾄﾞﾘｰﾑTS 島田 海都

4 Ｉ＆Ｏ TS 山崎 陽大

5  Bye 17

6 ITS九州 那須 虎徹

7 北九州ｳｴｽﾄ 西室 建志

8 T-ｓｔｙｌｅ26 TC 葉山 蒼史

9 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 貴島 郁斗  [9]

10  Bye 9

11 ﾄﾞﾘｰﾑTS 吉村 幸

12 筑紫野LTC 山野鼻 響

13 春日西TC 鬼束 大喜

14 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 田重田 航大

15  Bye 7

16 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC 岩男 宗汰  [5]

17 テニスDIVO 渡邉 陽太  [3]

18  Bye 3

19 ファインヒルズＴＣ 中山 裕太

20 九州国際TC 松本 渉吾

21  Bye 20

22 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 中村 旺志朗

23  Bye 13

24 春日西TC 出口 悠宇

25 筑紫野LTC 鶴濱 諒真  [10]

26  Bye 11

27 油山TC 富川 晴揮

28 T-ｓｔｙｌｅ26 TC 荒巻 真吾

29 TEAM-I 平山 翔貴

30 若久ＴＣ 藤田 晃成

31  Bye 5

32 ﾄﾞﾘｰﾑTS 小原 一隼  [6]

Round 2

関根 大耀  [1]

山崎 陽大

 w.o.

那須 虎徹

葉山 蒼史

 6-0 

貴島 郁斗  [9]

吉村 幸

 w.o.

田重田 航大

 w.o.

岩男 宗汰  [5]

渡邉 陽太  [3]

中山 裕太

 w.o.

中村 旺志朗

出口 悠宇

鶴濱 諒真  [10]

荒巻 真吾

 6-4 

平山 翔貴

 6-0 

小原 一隼  [6]

Round 3

関根 大耀  [1]
 6-1 

葉山 蒼史

 6-1 

吉村 幸

 w.o.

田重田 航大

 w.o.

渡邉 陽太  [3]
 6-0 

中村 旺志朗

 6-0 

鶴濱 諒真  [10]
 6-2 

平山 翔貴

 6-3 

Quarterfinals

関根 大耀  [1]
 6-3 

田重田 航大

 6-3 

渡邉 陽太  [3]
 6-1 

鶴濱 諒真  [10]
 6-3 
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33 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 小﨑 敬太  [8]

34  Bye 6

35 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福田 康太郎

36 TEAM-I 松元 海秀

37  Bye 22

38 柳高ジュニアＴＣ 本田 優人

39 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞI.T.S 那須野 寛道

40 春日西TC 大楠 丈太朗

41 折尾愛真中 小林 大空飛

42 Ｉ＆Ｏ TS 佐藤 圭

43 筑紫野LTC 福島 有人

44  Bye 19

45  Bye 30

46 T-ｓｔｙｌｅ26 TC 江里 慶

47  Bye 4

48 ﾄﾞﾘｰﾑTS 中村 慧伍  [4]

49 ﾄﾞﾘｰﾑTS 石橋 侑依  [7]

50  Bye 8

51 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 久我 浩貴

52 春日西TC 有田 陽葵

53  Bye 23

54 筑紫野LTC 多田 禮

55  Bye 10

56 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙTC 石川 健太郎  [11]

57 STT 岩本 京

58  Bye 16

59 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 福田 小哲

60 ﾄﾞﾘｰﾑTS 田中 舵路

61 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 藤本 修輔

62 油山TC 森山 雄ﾉ介

63  Bye 2

64 ITS九州 河野 隼也  [2]

Round 2

小﨑 敬太  [8]

松元 海秀

 7-5 

本田 優人

大楠 丈太朗

 6-0 

小林 大空飛

 6-0 

福島 有人

江里 慶

中村 慧伍  [4]

石橋 侑依  [7]

有田 陽葵

 6-2 

多田 禮

石川 健太郎  [11]

岩本 京

福田 小哲

 6-4 

藤本 修輔

 6-1 

河野 隼也  [2]

Round 3

小﨑 敬太  [8]
 6-0 

本田 優人

 6-0 

小林 大空飛

 6-4 

中村 慧伍  [4]
 6-0 

石橋 侑依  [7]
 6-2 

石川 健太郎  [11]
 4-1 Ret.

岩本 京

 6-1 

河野 隼也  [2]
 6-1 

Quarterfinals

小﨑 敬太  [8]
 6-1 

小林 大空飛

 6-0 

石橋 侑依  [7]
 6-0 

河野 隼也  [2]
 6-1 
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Quarterfinals

関根 大耀  [1]
 6-3 

田重田 航大

 6-3 

渡邉 陽太  [3]
 6-1 

鶴濱 諒真  [10]
 6-3 

小﨑 敬太  [8]
 6-1 

小林 大空飛

 6-0 

石橋 侑依  [7]
 6-0 

河野 隼也  [2]
 6-1 

Semifinals

関根 大耀  [1]
 6-0 

渡邉 陽太  [3]
 6-2 

小林 大空飛

 6-1 

河野 隼也  [2]
 6-3 

Final

関根 大耀  [1]
 6-2 

河野 隼也  [2]
 6-2 

渡邉 陽太  [3]順位  3-4
小林 大空飛

勝者

関根 大耀  [1]
 7-5 

渡邉 陽太  [3]
 6-2 
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

田重田 航大順位  5-8

鶴濱 諒真  [10]

小﨑 敬太  [8]

石橋 侑依  [7]

Final

鶴濱 諒真  [10]
 6-3 

石橋 侑依  [7]
 6-4 

田重田 航大順位  7-8

小﨑 敬太  [8]

勝者

鶴濱 諒真  [10]
 6-4 

 Not Played


