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郡市区町村
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印刷済: 2017/04/08 15:40:10
所属団体 St. Round 1

1 グローバルプロテニスアカデミー埼玉  齋藤 惠佑 [1]
2 湘南工科大学附属高等学校福岡 青木 響真
3 鳳凰高等学校 佐賀 力武 颯也
4 光泉高等学校 滋賀 清水 拓弓
5 ハ～トフル・ピット 沖縄 仲里 翼
6 松商学園高等学校 長野 杉本 佳加
7 テニスアリーナガーデン 徳島 田中 篤生
8 相生学院高等学校 東京  髙畑 里玖 [15]
9 覚王山テニスクラブ 愛知  影山 太星 [10]

10 大林TS 富山 銘形 剛希
11 FSS 高知 西原 大河
12 桜田倶楽部 東京 有本 響
13 荏原SSC 神奈川 青木 一晟
14 エストテニスクラブ 山梨 齋藤 聖
15 新田高等学校 愛媛 本田 柊哉
16 秀明英光高等学校 埼玉  間仲 啓 [7]
17 楠クラブ 千葉  坂川 広樹 [3]
18 広陵高等学校 山口 田中 謙太朗
19 相生学院高等学校 奈良 中村 秋河
20 柳川高等学校 青森 七尾 岳俊
21 湘南工科大学附属高等学校神奈川 望月 滉太郎
22 近江テニスクラブ 山形 川崎 理比人
23 佐世保ローンテニスクラブ 長崎 太田 翔
24 みなみ坂テニススクール 広島  藤井 悠人 [13]
25 荏原SSC 神奈川 田中 瑛大 [9]
26 ウィン二ングショット 宮城 菅谷 優作
27 相生学院高等学校 兵庫 丸山 隼弥
28 ラスタットテニスクラブ 岡山 三宅 悠介
29 上野山テニススクール 群馬 上野山 大洋
30 北陸高等学校 福井 天﨑 荘汰
31 和歌山インドアテニスクラブ和歌山 藤井 将輝
32 INABA T.S 千葉  石井 涼太 [8]
33 ウエストヒルズ 石川  吉野 郁哉 [6]
34 CSJ 茨城 飯泉 涼
35 岐阜商業高等学校 岐阜 山本 泰暉
36 ファンキーテニスアカデミー 秋田 野坂 郷
37 アリムラTA 鹿児島 辻 陽平
38 HIDE　TA 岐阜 島袋 凌
39 RKKルーデンステニスクラブ 熊本 山田 大誓
40 U.T.PあたごTC 埼玉  守谷 岳 [12]
41 相生学院高等学校 石川  東 竜平 [14]
42 相生学院高等学校 福島 金成 練
43 開星高等学校 島根 門脇 涼
44 宮崎日本大学高等学校 宮崎 末吉 鼓太朗
45 アイテニスクラブ 大阪 中辻 貴惣
46 アポロTC 鳥取 笠岡 遥之
47 早稲田実業学校 東京 藤岡 凌大
48 東山高等学校 京都  藤原 智也 [4]
49 秀明英光高等学校 埼玉  松下 龍馬 [5]
50 名東高等学校 愛知 駒田 真澄
51 ARROWS　T.S 滋賀 森下 皓太
52 KATSU.TC 三重 副田 温斗
53 屋島テニスクラブ 香川 尾形 健悟
54 ラフ 大分 其田 怜
55 宇都宮テニスクラブ 栃木 青木 健登
56 荏原SSC 神奈川 鈴木 久統 [11]
57 むさしの村ローンテニスクラブ 埼玉  木原 啓汰 [16]
58 ドリームテニスアカデミー浜松 静岡 片山 楓
59 東京学館新潟高等学校 新潟 皆川 将也
60 ドリームテニススクール 福岡 森田 凌矢
61 相生学院高等学校 岩手 三又 貴文
62 A･CUBE TC 大阪 脇坂 留衣
63 札幌日本大学高等学校 北海道 本間 悠悟
64 誉高等学校 愛知  池田 朋弥 [2]

Round 2

 齋藤 惠佑 [1]
 6-1 6-1 
清水 拓弓

 6-3 6-2 
杉本 佳加

 7-5 7-5 
 髙畑 里玖 [15]
 6-2 6-0 
 影山 太星 [10]
 6-0 6-0 
有本 響

 6-4 6-2 
齋藤 聖

 6-3 6-4 
 間仲 啓 [7]
 6-2 6-1 
 坂川 広樹 [3]
 6-1 6-2 
中村 秋河

 6-1 6-0 
望月 滉太郎

 6-4 6-2 
太田 翔

 7-5 6-0 
 田中 瑛大 [9]
 6-0 6-4 
丸山 隼弥

 6-1 6-0 
天﨑 荘汰

 6-3 6-3 
 石井 涼太 [8]
 6-2 6-2 
 吉野 郁哉 [6]
 6-3 6-3 
山本 泰暉

 6-3 6-2 
辻 陽平

 6-2 6-1 
 守谷 岳 [12]
 6-3 6-2 
 東 竜平 [14]
 6-3 6-3 
末吉 鼓太朗

 6-0 6-0 
中辻 貴惣

 6-1 6-0 
 藤原 智也 [4]
 6-1 6-2 
 松下 龍馬 [5]
 6-7(7) 6-4 6-1 
副田 温斗

 6-4 1-6 7-6(3) 
尾形 健悟

 6-3 7-5 
 鈴木 久統 [11]
 6-3 6-4 
 木原 啓汰 [16]
 7-5 6-0 
森田 凌矢

 6-2 6-4 
脇坂 留衣

 6-1 6-3 
 池田 朋弥 [2]
 6-4 6-1 

Round 3

 齋藤 惠佑 [1]
 6-0 6-0 

 髙畑 里玖 [15]
 6-0 6-2 

 影山 太星 [10]
 6-1 6-4 

 間仲 啓 [7]
 7-5 1-6 7-5 

 坂川 広樹 [3]
 6-1 6-2 

望月 滉太郎
 6-3 6-4 

丸山 隼弥
 7-6(1) 6-4 

天﨑 荘汰
 4-6 6-2 6-4 

 吉野 郁哉 [6]
 6-2 6-3 

 守谷 岳 [12]
 6-4 6-4 

 東 竜平 [14]
 6-4 6-2 

 藤原 智也 [4]
 6-3 6-2 

 松下 龍馬 [5]
 7-6(5) 6-4 

 鈴木 久統 [11]
 6-2 7-6(5) 

 木原 啓汰 [16]
 7-5 6-3 

 池田 朋弥 [2]
 6-1 6-2 

Quarterfinals

 齋藤 惠佑 [1]
 6-2 3-6 6-3 

 間仲 啓 [7]
 0-6 6-3 6-1 

 坂川 広樹 [3]
 6-3 6-1 

丸山 隼弥
 6-2 6-2 

 吉野 郁哉 [6]
 7-5 6-2 

 藤原 智也 [4]
 6-3 6-1 

 松下 龍馬 [5]
 6-0 6-1 

 池田 朋弥 [2]
 6-3 6-3 

Semifinals

 齋藤 惠佑 [1]
 6-2 4-6 6-4 

 坂川 広樹 [3]
 6-4 6-1 

 藤原 智也 [4]
 6-3 6-3 

 池田 朋弥 [2]
 4-6 7-5 6-1 

 齋藤 惠佑 [1]順位 3-4
 藤原 智也 [4]

Final

 坂川 広樹 [3]
 6-4 6-1 

 池田 朋弥 [2]
 6-3 6-0 

 藤原 智也 [4]
 3-6 6-4 6-3

 池田 朋弥 [2]
 7-6(5) 2-6 6-3 

# シード選手

1 齋藤 惠佑

2 池田 朋弥

3 坂川 広樹

4 藤原 智也

5 松下 龍馬

6 吉野 郁哉

7 間仲 啓
8 石井 涼太

9 田中 瑛大

10 影山 太星

11 鈴木 久統

12 守谷 岳
13 藤井 悠人

14 東 竜平

15 髙畑 里玖

16 木原 啓汰

# 補欠 Replacing
1 橋田 涼平

2 下村 亮太朗

3 三田 陽輝
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