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WINNER 岩佐  真義  [1]1

岩佐  真義  [1]

Bye 12

岩佐  真義  [1]

愛媛トレセン 長井  宏将  [7] 6-4 3

村上 遼眞

ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 村上 遼眞 6-2 4

古谷  一晟  [3]

☆コア フリード 古谷  一晟  [3] 6-2 5

古谷  一晟  [3]

ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 大西 航太郎 6-4 6

古谷  一晟  [3]

WINNER 白石  蓮  [5] 6-2 7

森 海人

愛媛トレセン 森 海人 6-3 8

古谷  一晟  [3] 1.

ONOｽﾎﾟTC 仙波 友陽 6-2 9

山中  魁祐  [6]

愛媛トレセン 山中  魁祐  [6] 6-1 10

梶原 世煌

愛媛トレセン北条 梶原 世煌 6-0 11

梶原 世煌

WINNER 平田  大翔  [4] 6-3 12

梶原 世煌

ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 菰田 詩大 6-4 13

廣瀬  景人  [8]

WINNER 廣瀬  景人  [8] 7-6(3) 14

栗田 昇栄 梶原 世煌 2.

愛媛トレセン 栗田 昇栄 6-2 15

栗田 昇栄

角野小 田中  徠斗  [2] 6-0 16

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
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Bye

長井  宏将  [7]

長井 宏将 [7] 廣瀬 景人 [8]
6-1 

廣瀬  景人  [8]

大西 航太郎 大西 航太郎
6-3 

大西 航太郎
6-3 

白石 蓮 [5] 大西 航太郎 岩佐  真義  [1]
6-3 

山中  魁祐  [6]

仙波 友陽 岩佐 真義 [1]

平田  大翔  [4]
6-1 

平田 大翔 [4] 森 海人 栗田 昇栄 3.
7-5 6-0 

森 海人

菰田 詩大 森 海人
6-2 

菰田 詩大
6-4 

田中 徠斗 [2] 菰田 詩大 栗田 昇栄
7-6(5) 

村上 遼眞

栗田 昇栄 岩佐 真義 [1] 4.

大西 航太郎

大西 航太郎 5.

森 海人 6-2 

森 海人 6.

廣瀬  景人  [8]

廣瀬 景人 [8] 7.

菰田 詩大

菰田 詩大 8.

長井 宏将 [7]

山中 魁祐 [6]

9.

平田 大翔 [4]

村上 遼眞 10.

11.

12.

Bye

白石  蓮 [5]

白石 蓮  [5]

13.

仙波 友陽

田中 徠斗 [2] 14.

Bye

15.

16.

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者


