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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
ラフ大分 松尾 匠翔

1 ロケーション 豊⽥ 亮太 松尾 匠翔 
  豊⽥ 亮太 

2  Bye  松尾 匠翔
岩⽥中学校 二ノ宮 雅哉 豊⽥ 亮太 

3 岩⽥中学校 高 悠介 二ノ宮 雅哉 w.o. 
  高 悠介  

4  Bye  松尾 匠翔
   豊⽥ 亮太 

5  Bye 井嶋 智也 6-2  
臼杵Jr 井嶋 智也 草場 友成  

6 臼杵Jr 草場 友成  吉永 千恩
  濵⽥ 哲芯 

7  Bye 吉永 千恩 6-1  
ラフ大分 吉永 千恩 濵⽥ 哲芯  

8 ラフ大分 濵⽥ 哲芯  松尾 匠翔
ラフ大分 北郷 蓮⼈  豊⽥ 亮太 

9 ラフ大分 吉岡 慶大 北郷 蓮⼈ 6-4  
  吉岡 慶大  

10  Bye  北郷 蓮⼈
JWS Academy 井上 結仁 吉岡 慶大 

11 ラフ大分 清松 拓也 井上 結仁 6-4  
  清松 拓也  

12  Bye  中村 真 
   ⻄郡 優太朗 

13  Bye 中村 真 6-4  
ラフ大分 中村 真 ⻄郡 優太朗  

14 ラフ大分 ⻄郡 優太朗  中村 真 
  ⻄郡 優太朗 

15  Bye 油布 航 6-4  
大分Jr 油布 航 濱嵜 史哉  

16 ORION.TS 濱嵜 史哉  渡邊 鋭門
ラフ大分 三重野 昊祐  藤⽥ 一颯 

17 ラフ大分 川原 功聖 三重野 昊祐 6-4  
  川原 功聖  

18  Bye  植松 宏太 
ラフ大分 植松 宏太 福永 啓介 

19 ロケーション 福永 啓介  6-4  
ORION.TS 末宗 璃久   

20 JWS Academy 桑原 泰  植松 宏太 
   福永 啓介 

21  Bye 奥村 京冬 6-1  
ラフ大分 奥村 京冬　　 甲斐 広睦  

22 ラフ大分 甲斐 広睦  新納 勇志
  衛藤 健臣 

23  Bye 新納 勇志 6-2  
TIP 新納 勇志 衛藤 健臣  

24 佐伯テニスアカデミー 衛藤 健臣  渡邊 鋭門
ORION.TS 後藤 蓮  藤⽥ 一颯 

25 ラフ大分 ⽊下 凌空 後藤 蓮 6-1  
  ⽊下 凌空  

26  Bye  大谷 啓仁 
岩⽥高校 大谷 啓仁 徳永 大悟 

27 岩⽥高校 徳永 大悟 大谷 啓仁 6-4  
  徳永 大悟  

28  Bye  渡邊 鋭門 [2] 
   藤⽥ 一颯 

29  Bye 二ノ宮 慶吾 6-1  
岩⽥中学校 二ノ宮 慶吾 雨宮 眞斗  

30 岩⽥中学校 雨宮 眞斗  渡邊 鋭門
  藤⽥ 一颯 

31  Bye 渡邊 鋭門 6-0  中村 真 
ラフ大分 渡邊 鋭門 藤⽥ 一颯 順位 3-4 ⻄郡 優太朗 中村 真 

32 ウェボテニススクール 藤⽥ 一颯  植松 宏太 ⻄郡 優太朗 
  福永 啓介 7-6(3)  


