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St. 所属団体 St. Round 1

1 ﾙｰｾﾝﾄｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 関西  安藤 大貴 [1]

2 TEAM YONEZAWA 横浜 関東  松尾 拓時

3 GETT 北信越 角谷 宙希

4 チェリーＴＣ岐阜 東海  石井 源

5 アサヒTC 中国  大平 晴仁

6 TEAM YONEZAWA 横浜 関東  寺内 龍大

7 パブリックテニスイングランド 関西  平野 悠大

8 荏原SSC 関東  遠藤 栞吾 [8]

9 美浜テニスガーデン 関東  石井 千博 [3]

10 Team REC 関東  石崎 葵已

11 ウイニングショット 東北  福井 悠生

12 ＧＡSC TT 東北  高木 大輔

13 MAT Tennis Academy 関東  関口 慧

14 ライジングサンHJC 九州  濵田 隼

15 龍tennis 関東  近野 司樹

16 善福寺公園TC 関東  橋本 大輔 [5]

17 チェリーＴＣ 東海  松岡 朔杜 [6]

18 はちおうじ庭球塾 関東  川村 准椰

19 ルーセントテニスクラブ熊本 九州  中村 雅史

20 A ＴＣコスパ八尾南 関西  堀場 琉之介

21 テニスラウンジ 東海  寺澤 想人

22 たけなみテニスアカデミー 中国  髙森 太吏郎

23 宝塚テニスカレッジ 関西  吉田 律空

24 ＩＮＯＵＥ ＴＡ 関西  大垣 心太郎 [4]

25 チームエリート 九州  山口 芽輝 [7]

26 TEAM KIT 北信越 竹内 聡

27 スウィング89 北海道 小澤 奏斗

28 あおやま庭球塾 東海  松村 侑

29 ハッピー 四国  岩城 遼

30 丸亀ＴＣ 四国  阿部 煌大

31 スウィング89 北海道 三浦 陽

32 はちおうじ庭球塾 関東  川口 孝大 [2]

Round 2

 安藤 大貴 [1]
 7-5 6-2 

 石井 源
 7-5 6-4 

 寺内 龍大
 4-6 6-1 11-9 

 遠藤 栞吾 [8]
 6-4 6-3 

 石井 千博 [3]
 6-2 6-1 

 福井 悠生
 6-3 6-1 

 関口 慧
 6-4 6-2 

 橋本 大輔 [5]
 7-5 6-2 

 松岡 朔杜 [6]
 6-0 6-0 

 堀場 琉之介
 6-4 6-3 

 寺澤 想人
 6-1 7-5 

 大垣 心太郎 [4]
 7-5 6-2 

 山口 芽輝 [7]
 6-1 5-7 10-7 

 松村 侑
 6-0 6-1 

 阿部 煌大
 7-6(1) 6-1 

 川口 孝大 [2]
 6-1 6-2 

Quarterfinals

 安藤 大貴 [1]
 6-0 6-2 

 遠藤 栞吾 [8]
 7-5 6-1 

 石井 千博 [3]
 6-0 6-1 

 橋本 大輔 [5]
 6-0 6-4 

 松岡 朔杜 [6]
 6-0 6-1 

 寺澤 想人
 6-2 6-3 

 松村 侑
 6-2 2-6 10-8 

 川口 孝大 [2]
 6-2 6-3 

Semifinals

 安藤 大貴 [1]
 6-4 6-1 

 石井 千博 [3]
 6-1 3-6 6-4 

 松岡 朔杜 [6]
 6-2 6-2 

 川口 孝大 [2]
 7-6(2) 6-2 

 安藤 大貴 [1]順位 3-4

 川口 孝大 [2]

Final

 石井 千博 [3]
 6-0 6-7(1) 6-1 

 松岡 朔杜 [6]
 5-7 7-5 6-2 

 川口 孝大 [2]
 6-0 6-2 

 石井 千博 [3]
 6-4 6-4 

# シード選手

1 安藤 大貴
2 川口 孝大
3 石井 千博
4 大垣 心太郎
5 橋本 大輔
6 松岡 朔杜
7 山口 芽輝
8 遠藤 栞吾

# 補欠 Replacing

1 堀場 琉之介 吉田 未杜
2

 ドロー日時  11 4 2022 11:50 

 Last Direct Acceptance
 寺内 龍大 (JPN)
 ドロー立会い
 
 
 署名

 坪井　啓子


