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1 ラフ大分 豊留 輝  Final 豊留 輝  

  豊留 輝  豊留 輝

2  Bye   中島 陸人 6-0

   豊留 輝  

3 佐伯テニスアカデミー 古川 煌  6-0 順位 3-4 久保 蒼志  

 古川 煌   久保 蒼志

4 ラフ大分 坂野 龍 6-1  阿部 太河 6-3

   豊留 輝

5  Bye  6-1

  加藤 颯真  

6 別府クラブ 加藤 颯真   

   山村 洋友

7  Bye  6-2

  山村 洋友  

8 臼杵Jr 山村 洋友   

   豊留 輝

9 TIP 佐藤 煌晟  6-2

  佐藤 煌晟  

10  Bye   

   渡邊 諒門

11 ORION.TS 野田 航央  6-3

 渡邊 諒門  

12 ラフ大分 渡邊 諒門 6-2  

   有浦 秀紀

13  Bye  7-6(5)

  清水 大我  

14 ラフ大分 清水 大我   

   有浦 秀紀

15  Bye  7-6(5)

  有浦 秀紀  

16 NTCクラブ 有浦 秀紀   

   豊留 輝

17 ラフ大分 佐藤 芳紀  6-1

  佐藤 芳紀  

18  Bye   

   佐藤 芳紀

19 佐伯テニスアカデミー 安東 篤史  6-2

  安東 篤史  

20  Bye   

   佐藤 芳紀

21  Bye  6-0

  入江 遥斗  

22 別府クラブ 入江 遥斗   

   入江 遥斗

23  Bye  6-0

  山本 惟人  

24 ORION.TS 山本 惟人   

   久保 蒼志

25 ラフ大分 池部 泉隼  6-2

  池部 泉隼  順位 5-8 

26  Bye   有浦 秀紀  

   池部 泉隼  佐藤 芳紀

27 ORION.TS 岡松 悠世  6-0 佐藤 芳紀 6-4  

  岡松 悠世    佐藤 芳紀

28  Bye   梶谷 颯  7-6(4)

   久保 蒼志  松村 若将  

29 ウェボテニススクール 中村 陽輝  6-2 松村 若将 6-1

 川原 岬    

30 別府クラブ 川原 岬 7-6(0)  順位 7-8 有浦 秀紀  

   久保 蒼志  梶谷 颯

31  Bye  6-0 梶谷 颯 7-6(6)

  久保 蒼志  

32 ラフ大分 久保 蒼志   
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33 ラフ大分 梶谷 颯  

  梶谷 颯

34  Bye   

   梶谷 颯

35 NOT UP 小串 璃空  6-1

  小串 璃空  

36  Bye   

   梶谷 颯  

37  Bye  7-5

  矢野 義博  

38 臼杵Jr 矢野 義博   

   池辺 駿

39  Bye  6-0

  池辺 駿  

40 ラフ大分 池辺 駿   

   阿部 太河

41 EARNEST TENNIS ACADEMY 江口 大翔  6-4

  江口 大翔  

42  Bye   

   江口 大翔

43 NTCクラブ 峯 孝太郎  6-0

 松重 晶泉  

44 ロケーション 松重 晶泉 6-1  

   阿部 太河

45 ラフ大分 小川 凜太朗  6-4

  小川 凜太朗  

46  Bye   

   阿部 太河

47  Bye  6-1

  阿部 太河  

48 JWS Academy 阿部 太河   

   中島 陸人

49 ラフ大分 松村 若将  6-2

  松村 若将  

50  Bye   

   松村 若将

51 ORION.TS 執行 啓太  6-2

  執行 啓太  

52  Bye   

   松村 若将

53 OTC 片山 裕太  6-4

 岸本 直也  

54 ルネサンスおおいた 岸本 直也 6-0  

   岸本 直也

55  Bye  6-0

  井上 稔己  

56 JWS Academy 井上 稔己   

   中島 陸人

57 GREEN CLUB 森本 健太  6-4

  森本 健太  

58  Bye   

   菅生 稜貴

59 ラフ大分 菅生 稜貴  6-3

 菅生 稜貴  

60 臼杵Jr 佐藤 篤朗 6-0  

   中島 陸人

61  Bye  6-1

  木村 颯佑  

62 ラフ大分 木村 颯佑   

   中島 陸人

63  Bye  6-3

  中島 陸人  

64 佐伯テニスアカデミー 中島 陸人  


