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新田 伊藤  拓  [1]

新田 濵永  佐介 伊藤  拓  [1]1

濵永  佐介

Bye 1 伊藤  拓  [1]2

松山学院 伊藤 謙臣 濵永  佐介

松山学院 諸農 大空 吉田  悠真  [8]
6-1 3

松山東 吉田  悠真  [8] 関谷  空

松山東 関谷  空 6-4 
伊藤  拓  [1]4

新田 奥藤  空  [5] 濵永  佐介

新田 島倉  巧 奥藤  空  [5]
6-1 5

島倉  巧

Bye 3 奥藤  空  [5]6

島倉  巧

Bye 12 佐々木  祐璃  [4]
7-6(4) 7

四国中央市テニス協会 佐々木  祐璃  [4] 石川  真輝翔

四国中央市テニス協会 石川  真輝翔 伊藤  拓  [1]8

新田 大竹  悠斗  [3] 濵永  佐介 1.

新田 蓑田  優築 大竹  悠斗  [3]
6-0 9

蓑田  優築

Bye 11 大竹  悠斗  [3]10

蓑田  優築

Bye 4 石綿  凌空  [6]
6-3 11

松山北 石綿  凌空  [6] 金浦  俊哉

済美平成中 金浦  俊哉 大竹  悠斗  [3]12

愛媛トレセン 山中  優征  [7] 蓑田  優築

愛媛トレセン 徳永  唯吏 山中  優征  [7]
6-3 13

新田 二宗 桜介 徳永  唯吏

新田 篠崎 伶 6-3 
山岡  凜大朗  [2] 大竹  悠斗  [3]14

武田  壮 蓑田  優築 2.

Bye 2 山岡  凜大朗 [2]
6-2 15

WINNER 山岡  凜大朗  [2] 武田  壮

WINNER 武田  壮16

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

伊藤 謙臣

諸農 大空

伊藤 謙臣 山中 優征 [7]

諸農 大空 徳永 唯吏

山中  優征  [7]

徳永  唯吏

山中 優征 [7]

Bye 徳永 唯吏
7-6(5) 

石綿 凌空 [6] 奥藤  空 [5]

Bye 金浦 俊哉 島倉  巧

石綿  凌空  [6]
6-2 

金浦  俊哉

奥藤 空  [5]

Bye 島倉 巧

佐々木  祐璃  [4] 奥藤 空 [5]

Bye 石川 真輝翔 島倉 巧 3.

佐々木 祐璃 [4]
7-6(3) 

石川  真輝翔

二宗 桜介 佐々木 祐璃 [4]

篠崎 伶 石川 真輝翔

二宗 桜介
6-2 

篠崎 伶

吉田 悠真 [8] 山岡  凜大朗  [2]

Bye 関谷 空 武田  壮

吉田  悠真  [8]
7-5 

関谷  空

山岡 凜大朗 [2] 山岡 凜大朗  [2]

武田 壮 武田 壮 4.

山中  優征  [7]

徳永  唯吏 山中 優征 [7]

佐々木 祐璃 [4] 徳永 唯吏 5.

石川  真輝翔 7-6(5) 

佐々木  祐璃 [4]

石川 真輝翔 6.

石綿  凌空  [6]

金浦  俊哉

吉田  悠真  [8] 7.

関谷  空

伊藤 謙臣 8.

諸農 大空 伊藤 謙臣

諸農 大空

Bye

9.

Bye 二宗 桜介

二宗 桜介 篠崎 伶

篠崎 伶 10.

Bye

11.

Bye

12.

Bye

13.

Bye 14.

15.

16.

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者


