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15 松本　裕太 （兵県大） 15

16 坂本　壱竹 （龍　大） 16池畠　大生 （大体大）

13 上田　航大 （兵　大） 13

14 福田　隆登 （阪　大） 14

上間　恵惟吾 （関国大）

10

11 行岡　翼 （和医大） 11

12 森井　開 （立命大） 12

10 鈴木　雄大

7

（関　大） 8

9 河野　元輝 （公立大） 9

（京　大）

8 和田　昌也

6 米田　翔梧 （大体大）

7 川辺　友翔 （京産大）

4 新谷　優輝 （追　大） 4

6

5 須田　好馬 （大商大） 5（関学大）

2 門脇　颯佑 （和　大） 2

3 石塚　祐大 （国際大） 3

山田　滉斗 （立命大）

1 山崎　浩平 （同　大） 1杉本　幹太 （龍　大）

15 辻　直紀 （桃　大） 15

16 大田　悠生 （龍　大） 16（立命大）

小川　智大

13 竹内　浩輝 （関国大） 13

14 池上　達基 （関学大） 14（阪　大）

升野　海翔

山門　大輝 （立命大）

12 祝井　堅太朗 （京　大） 12

大桑　悠輔 （和　大）

（関学大）

9 秦　亮介 （同　大） 9

10

11 岡田　健人 （公立大） 11

10

7 張　珉星 7

（大体大） 8

（大商大）

2 5

菅谷　拓未

6

5 笹田　太史 （国際大） 5

8 谷本　亮太

6 上田　大聖 （流通大）

3 中谷　健人 （大工大） 3

4 宮口　凌 （追　大） 4

1 井戸垣　一志 （関　大） 1

2 井川　翼 （神院大） 2

藤淵　賢太 （京産大）

16 佐々木　達郎 （同　大） 16

13

14 四宮　慧斗 （京　大） 14

15 大原　瑞輝 （大院大） 15

宮崎　夕

岡　涼太 (和　大）

 増成　智也 （関学大）

13 浅野　翔織 （びわこ大）

深田　康平 （兵県大）

12 吉田　太晟 （龍　大） 12

11 熊手　駿 （阪　大） 11

谷川　京将 （京　大）

椿本　爽貴

森田　輝 （追　大）

10 山野井　陸 （公立大） 10

木場　太一 （京産大）

7

8

9

8

7 栗生　和馬 （大体大）

（関　大）

（阪　大）

6

5 百田　尚悟 （大工大） 5

（大商大） （同　大）

吉井　太一 （大商大）

市村　翼空

（公立大）

（大体大）

村上　祐樹

6 田村　優成　

繁田　篤人

折田　慎司

9 小川　莉功 （立命大）

（大体大）

下田　琉聖

（国際大） 4

奥本　颯馬 （神院大）

濱本　勝大 （流通大）

（兵　大）

古谷　友亮 （立命大）

油谷　童義 （電通大）

新田　恭弘 （京　大）

山下　滉太 （桃　大）

3 綱田　晃大 （滋　大） 3

1 4

4 寺尾　樹

2

土井　直哉 （兵県大）

中井　清睦 （龍　大）

村上　周平

（大体大）

中西　一希 （大工大）

（関　大）

豊島　彰人

2 杉田　涼晴 （追　大）

野中　寛太 （国際大）

（追　大）

松本　史弥

（大産大）

辻本　大悟

村井　洸太 （奈良大）

末松　凌佑 （兵県大）

男子シングルス（A）

1 増田　快斗 （神院大） 1

（神院大）

中尾　駿介

宮本　翔太

（電通大）

高田　順平

澤　颯大 （関　大）

則武　佑理 （京　大）

（兵　大）

太田　武

渡邉　健平 （追　大）

大塚　匠 （阪　大）

3 6

山口　陽也 （大工大）

豊田　真輔 （公立大）
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16 立石　圭 （神院大） 松井　渉 （龍　大） 16

15 田中　陽向 （龍　大） 宮崎　玲旺 （桃　大） 15

14 押方　竜基 （兵　大） 家迫　貢大 （兵　大） 14

13 北村　章人 （公立大） 伊藤　慎吾 （公立大） 13

12 木村　龍馬 （立命大） 市川　敦士 （神院大） 12

11 川内　勇輝 （同　大） 石丸　大次郎 （京産大） 11

（大産大） 9

富士原　祐二 （大産大） 梅田　翔馬 （びわこ大） 1010

8 三木　雄太 （阪　大） 増田　勝久 （摂　大）

9 田村　拓史 （京産大） 酒井　秀剛

8

7 黒田　大洋 （大体大） 田中　匠海 （阪　大） 7

9 12

6 江藤　遥希 （神　大） 有田　朋由 （関　大） 6

5 中川　玲 （大工大） 関口　翔太 （兵県大） 5

4 加瀬　陽介 （電通大） 石田　響 （大院大） 4

3 濱田　洸輔 （京　大） 伊藤　峻介 （京　大） 3

2 寺山　悠介 （仏　大） 松山　有希 （奈良大） 2

1 川田　駿実 （甲南大） 羽山　昂輝 （立命大） 1

16 阿部　哉太 （甲南大） 水口　大輔 （龍　大） 16

15 奥平　晃士 （大商大） 安井　伸一 （追　大） 15

14 福尾　静 （びわこ大） 長町　翼 （同　大） 14

13 高橋　佑太朗 （神　大） 甲斐　嵩晟 （兵　大） 13

12 井口　瑛心 （立命大） 佐藤　海州 （神院大） 12

11 地藏　大智 （阪　大） 勝見　康平 （京産大） 11

（公立大） 9

（公立大） 三河　流唯 （大院大） 1010 弁野　遼

8 池松　篤志 （神院大） 高橋　遼平

9 辻　来知 （京産大） 高井田　輝拓

（京工大） 8

7 川﨑　敦史 （大産大） 野々村　瞭 （大産大） 7

6 峯口　太希 （大院大） 東　光翼 （神　大） 6

5 佐々木　翼 （龍　大） 長野　翼 （桃　大） 5

4 板坂　悠生 （関　大） 吉川　諒 （大体大） 4

3 濱田　冴成 （京　大） 齋藤　有志 （京　大） 3

2 岩本　喜大 （大工大） 新納　惇史 （電通大） 2

1 三和　遥人 （同　大） 増成　拓也 （関学大） 1

16 井上　亜希斗 （同　大） 16

14 山本　雅楽 （電通大） 14

15 森田　諒士 （奈良大） 15（大工大）

山田　和真

12

13 壺山　豪大 （大院大） 13

12

武田　優一 （大産大）

（立命大）

10 星野　智紀 （立命大）

11

青砥　圭吾 （神　大）

（阪　大）

冨井　直 （公立大）

関口　栞太

9

8大畑　京士 （神院大）

6

（公立大） 11

10

赤澤　聡

平田　泰規

8

（大産大）

山田　晨太郎 （京産大）

7

6

9

室尾　公平 （京産大）

大徳　青空

石川　凱 （桃　大） 5

4

5

7中島　蓮翔 （大体大）

松本　拓真 （兵　大）

堀内　遼音 （追　大） 2

岸上　出穂 （国際大） 4

相田　晃太朗 （京　大） 3

2

（仏　大）

田中　力斗 （大院大）

上野　颯太 （近　大）

栗田　旭尋 （追　大）

大嶋　希来

吉本　侑

7 10

8 11

男子シングルス（B）

1 藤本　拓 （甲南大） 1

3

末次　武流 (神院大）

千代　迅人

（京　大）

碇本　修佑

奥田　裕 （龍　大）

（大体大）

（国際大）
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13 辻　恭志郎

15 坂本　悠真

14 丸山　和仁

15

16 永谷　恵一郎 大津　秀平（同　大）

竹口　楸

（同　大）

（大体大）

（関　大）

（和　大）

（国際大）

津崎　航平 （関国大）

佐々木　稜太

（阪　大）

5

（成蹊大）

13

（和　大）

（大産大） 16

11

（神　大）

（立命大）

（龍　大）

吉良　郁哉 （神　大）

14

10

9

8

16

6

13

清水　龍一（びわこ大）

（関学大）

12

（立命大）

黒﨑　智 （阪　大）

8

岡崎　奎太 （京産大）

3

12 仁部　奏 （関学大）

諏訪　凪 （大教大）

杉田　智哉

10

辻田　大登

9 池田　健太郎

12

（仏　大）

（大工大）

10

11 近藤　勘太 （大産大）

岡本　凜 （大体大）

（大体大）

12

三河　優太郎

津田　啓生 （神　大）

佐藤　僚真

（大産大）

高田　浩志 （立命大）

山田　雄大

本嶋　風太

森田　昌

8 武方　謙太 （神院大）

7

6 小川　智大 （公立大）

7 渡邉　大樹

5 室本　朗 （阪　大）

14

13 村上　功樹 （関学大）

4 吉村　大樹

古橋　寛太

2 渡辺　涼太 （関国大）

15

16

遥地　悠人

11

（大体大）

4

3 田中　翔大 （京　大）

壷井　隆陵 （和　大） 15

14

2

1 棚橋　勇斗 （甲南大）

小林　俊介 （関国大） 宮口　滉平

1

11

栗眞　広武

（立命大） 9

（大体大） 和田　涼吾 （関国大） 10

（龍　大） 12

10 久田　天

8 山下　竜輝 （京産大） 豊田　康成

9 中野　竣介 （流科大） 西村　雄太

7 白石　亘 （甲南大） 池田　将　マスクウェル （兵県大） 7

6 田中　陽士 （公立大） 赤木　明育 （大体大） 6

5 野上　大輔 （兵県大） 材井　龍翔 （阪　大） 5

3 久野　翔也 （京　大） 中村　悠生 （京　大） 3

2 山川　颯吾 （成蹊大） 田中　涼麻 （仏　大） 2

（大院大）

1

浅野　海流

宮城　岳志

尾崎　雄大 （京産大）

大野　千手 （滋　大） 4

（森医大）

1 川田　瑞基 （近　大） 中留　諒太 （関学大）

4

（大商大）

三代　康介

大村　泰生

（甲南大）

（びわこ大）猪瀬　大智

（神　大）

（大院大）

木村　一都 （関学大）

沖田　宏人

梅野　太一

土井　祐樹

柴田　厚弥

（仏　大）

（京　大）

（大体大）

16 森本　大地 （龍　大） 16

15 古川　怜磨 （和　大） 15

14 和田　康太郎 （阪　大） 14

（和　大）松末　湧登

13 長谷川　鷹丸 （関国大） 13

10 影山　ヒカル

12 小野　隼征　サムウェル （兵　大）

舟坂　厚紀

11 高木　陵太 （立命大） 11

9 川原　大果 （甲南大） 9（関国大）

（公立大）

7 川井　麟太郎 （神　大） 7

8 寺岡　優作 （大教大） 8

（甲南大）

寺西　拓巳 （関　大）

6

5 椎屋　敏弘 （大院大） 5（大産大）

加藤　弘一

水越　嶺

4

3 北村　翔一 （京　大） 3（京　大）

成松　考彦

中川　蒼唯

2

男子シングルス（C）

1 林田　竜馬 （関学大） 1合田　渚 （兵　大）

青倉　勇太 （天理大）2 能勢　鳳人 （仏　大）

4 乾　圭太郎 （大産大）

16

14 17

15 18

6 垣内　勇星 （大体大）

13

（同　大）
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15 蘆田　莞太 （滋　大）

13 車田　琉季 （関学大）

16 桑原　樹 （甲南大）

開　清弥 （大体大） 15

14 鈴木　喜道 （天理大） 河合　一希 （大商大） 14

原　一翔 （大院大） 13

12 福島　啓人 （大商大） 犬伏　翔大 （大産大） 12

11 原田　大輝 （京産大） 浅野　文太 （阪　大） 11

（公立大） 9

伊藤　大海 （立命大） 坂口　勇太 （立命大） 1010

8 池田　神将 （大産大） 森脇　幸星 （同　大）

9 中島　悠陽 （大体大） 西崎　悠

8

7 斉藤　大生 （同　大） 西出　修一郎 （神　大） 7
24

21

6 二宮　遼太 （公立大） 串阪　達哉 （大体大） 6

（大経大） 4

5 森永　悠斗 （神　大） 石井　涼介 （関学大） 5

2 板谷　真白

4 山路　晃平 （大国大） 坂本　悠輔

3 有本　行希 （追手門大） 猪内　遼平 （神院大） 3

（仏　大） 藤本　匠 （滋　大） 2

1 清原　幹太 （関　大） 柴倉　一太 （甲南大） 1

15 西川　新 （関学大） 15

16 筒井　大輔 （近　大）

13 野田　翔汰 （成蹊大） 13

14 東　龍雅 （大商大） 14

（大産大）

11 余野　玄樹 （公立大） 11

12 銘形　剛希 （関　大） 12高井田　悠歩 （立命大）

（関国大） 9

橋本　陸玖 （立命大） 1010 （同　大）澤井　俊介

8 畑野　慎平

9 陣内　大輝

森下　桐衣 （関学大）

山根　雄貴

20
23

6 勝田　匠 （大工大） 6

（神　大） 8

7 宇野　友貴 （大産大） 7

4 山下　晧生 （近　大） 4

5 安原　健太 （大教大） 5

川口　颯太 （追手門大）

2 伊藤　健人 （滋　大） 2

3 阪口　虎汰朗 （阪　大） 3中島　海知 （京　大）

1 安藤　百次郎 （大体大） 1高瀬　諒平 （関国大）

15 中根　進太 （滋　大） 15

16 村木　亮太 （立命大） 16

14 北野　大地 （国際大） 14

田中　篤生 （近　大）

青木　龍我 （大産大） 12

13

澤野　流輝 （森医大）

9

10

11 中川　壮太

8齋藤　大晃

10 小出　翔陽

端野　潤希 （関国大） 13

12

（京産大） 11五十嵐　陸翔 （京産大）

（大体大）

9

（大教大）

6

8

川田　真寿 （大手前大）

高村　駿 （龍　大）

7

6

安藤　太郎

芝岡　蒼馬

北尾　圭梧

（立命大）

（大体大）

（京　大）

小川　知也 （大体大） 5

7間狩　寛生 （公立大）

（びわこ大）

横井　理人5

森田　篤郎 （甲南大）

田平　海月 （摂　大）

長谷川　颯汰 （阪　大）

4

3 尾崎　諄輔 （大商大） 3

奥藤　光貴4

南　凛太郎 （仏　大）

井谷　楓 （奈良大）

吉村　仁宏 （公立大）

宮島　聡人

溝川　誠人 （仏　大）

福井　遼 （桃　大）

秋田　浩希 （関学大）

（兵県大）

平野　和揮 （追　大）

（滋　大）

2

（大体大）

川井　康平 （流科大）

知念　大祐 （森ノ宮大）

男子シングルス（D）

1 其田　怜 （関学大） 1

（大体大）

羽田　峻也

2

19 22

井上　雄太 （滋　大）

川田　智也 （国際大）

松井　樹

柏原　陽成 （大経大）
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志村　拓郎 （龍　大）

15 岩田　輝介 （関　大） 森下　晧太 （兵　大） 15

14 狗巻　凛太郎 （大商大） 田村　悠樹 （神院大） 14

片山　雄太 （龍　大） 13

12 清水　一理 （阪　大） 中川　昌寛 （びわこ大） 12

13

11 安田　天 （公立大） 谷田　大和 （京　大） 11

（同　大） 9

内田　智也 （大体大） 香山　瑛紀 （関学大） 1010

8 馬場　亮汰 （同　大） 冨田　裕月 （関国大）

9 森下　慶之 （立命大） コーゲン　亮摩

8

7 南　遼馬 （大教大） 池津　紗京 （京産大） 7

6 上原　奏人 （大産大） 安斎　里治 （大体大） 6

5 成瀬　生 （神院大） 中本　九斗 （神　大） 5

4 常峰　遊日 （びわこ大） 中田　知宏 （大工大） 4

3 高垣　治希 （国際大） 北郷　拓実 （公立大） 3

2 野口　拓夢 （電通大） 河盛　勇斗 （大院大） 2

1 近藤　圭一郎 （関学大） 天野　響 （関　大） 1

15 須佐　優翔 （関学大） 神崎　愛斗 （神院大） 15

14 河越　弘成 （滋　大） 昆田　将吾 （大経大） 14

13 上岡　波留 （兵　大） 田井中　蓮太 （びわこ大） 13

12 奥谷　律夢 （電通大） 西出　康希 （関国大） 12

11 市吉　優生 （立命大） 黒川　雄介 （龍　大） 11

（甲南大） 9

（神院大） 三木　岳 （大体大） 1010 大谷　宗平

8 斎藤　大士朗 （同　大） 黒田　晋太郎

9 奥田　和也 （森医大） 柴田　畝那

（流通大） 8

7 安部　元紀 （大教大） 橋本　真一 （大産大） 7

6 馬場　皓生 （阪　大） 永村　優翔 （関学大） 6

5 谷野　力翔 （大体大） 　水川　裕之亮 （関外大） 5

4 林　智也 （大経大） 神田　佳祐 （公立大） 4

3 小栗　俊宙 （国際大） 田ノ上　幸多 （大商大） 3

2 稲田　圭一郎 （大商大） 山本　恵輔 （京　大） 2

1 橋本　敦弥 （公立大） 小村　喜一 （近　大） 1

15 村上　喬 （関学大） 小原　大輝 （同　大） 15

14 野崎　亮佑 （仏　大） 榎本　光浩 （大経大） 14

藤村　康平 （公立大） 12

13 木津　大誠 （阪　大） 三井　哲郎 （龍　大） 13

12 片谷　壮吾 （神　大）

9 小林　冠介 （甲南大）

10

11 岡田　遥 （関国大） 末吉　悠人 （関学大） 11

10 古川　勝裕 （公立大） 平山　祐雅 （関国大）

小阪　優太 （大産大）

河村　駿斗 （大工大） 7

佐々木　慧太郎 （大体大） 9

88 野中　友貴 （同　大）

6 河合　伶二 （大教大）

7 片山　望 （立命大）

伊崎　逸斗 （兵　大） 6

5 森脇　宗志 （大体大） 孫左近　絢士 （大体大） 5

4 石川　清汰 （神院大） 高橋　宗佑 （神院大） 4

3 大塚　勝汰 （近　大） 田渕　総一郎 （滋　大） 3

2 渕　智大 （滋　大） 徳村　輝大 （関外大） 2

男子シングルス（E）

1 今西　流空 （兵　大） 小山　祐暉 （近　大） 1

25

26

27

28

29

30



１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

15 　山崎　秀斗 （兵　大） 松林　望和 （同　大） 15

14 黒木　清志郎 （神外大） 上野　聖也 （桃　大） 14

13 篠崎　貴弘 （京産大） 谷川　和嵩 （神外大） 13

12 伊藤　右京 （龍　大） 米田　満 （関　大） 12

石渕　健介 （京産大） 10

11 加藤　圭太郎 （京　大） 北村　颯一郎 （大教大） 11

（甲南大） 9

8 松本　佳也 （神　大) 三木　琢慈 （立命大） 8

9 岩田　昂也 （びわこ大）

7 片山　僚太 （大体大） 藤原　一樹

櫻井　駿

10 佐々木　優 （関国大）

（神院大） 7

6 阿部　琉世 （神院大） 細川　僚太 （大体大） 6

5 大森　蓮 （同　大） 松田　成弘 （公立大） 5

4 畑中　翔伍 （公立大） 北山　大智 （京　大） 4

3 玉井　良英 （大院大） 吉岡　元也 （天理大） 3

2 卜部　凛 （成蹊大） 秦　恭介 （流通大） 2

1 中村　修大 （関学大） 小嶋　修史 （関学大） 1

15 小川　駿

（神外大）

井崎　雄一 （立命大）

14

13 本間　新也 （兵　大）

（立命大）

佐野　大地 （神外大）

15

14 山下　周一

13

12 龍　博仁 （公立大）

岩崎　旺盛 （大院大）

12

平　祐亮 （仏　大）

10

橋本　和磨 （公立大）

中西　大翔 （大教大）

11

9

10 奥平　湧己 （摂南大）

阪田　吏玖 （関国大）

8 和田　翔也 （大産大）

11 池田　直紀 （関学大）

8

7 稲山　巧真 （びわこ大）

9 役川　玄樹 （大教大）

大路　京 （甲南大）

田中　大介 （神院大）

5

7

6 水野　拓海 （京産大）

奥村　省哉 （大体大）

6

小野木　輝 （関外大）

4

5 定政　赳流 （大体大）

中田　大貴 （京　大）

廣瀬　爽礼 （大手前大）

4 小嶋　康介 （阪　大）

3

2 北畠　颯太 （神院大） 2

道本　裕太郎 （阪　大）3 松下　恵大 （京　大）

1 宮地　吾侑 （同　大） 前田　晟明 （関学大） 1

15 佐藤　壮馬 （兵　大） 岡田　星翔 （大体大） 15

14 福田　拓海 （成蹊大） 阿部　良洸 （和　大） 14

（大工大） 12

13 森花　祥大 （大経大） 菅谷　瑠海 （兵　大） 13

12 （神　大）

鈴木　龍弥 （同　大）

10

11 山中　啓太郎 （関学大） 副田　太樹

本多　真也

（関学大） 11

10 黒板　怜志 （関外大） 中野　颯太 （京産大）

9

前田　洋成 （大院大）

雨宮　力 （大産大） 7

長谷川　朋生 （同　大） 9

88 弘川　飛鳥 （関国大）

6 鳥越　佑 （大体大）

7 中野　壮一郎 （神院大）

坂本　勇輝 （大体大） 6

5 内藤　源太 （京産大） 富川　翔太 （関外大） 5

4 小寺　優斗 （公立大） 竹本　大輝 （神院大） 4

藤山　和大 （公立大） 2

3 上野　龍明 （阪　大） 冨田　かい （京　大） 3

2

男子シングルス（F）

1 岩田　幸太郎 （甲南大） 岸井　颯汰 （甲南大） 1

赤地　悠清

33

34

35

36

31

32

（京　大）

本田　開



１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ ４Ｒ ３Ｒ ２Ｒ １Ｒ

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

15 稲田　颯太郎 （関学大）

13 井上　匠 （京工大）

9

14 吉崎　隆成 （大体大）

12 薮内　悠登 （公立大）

11 田中　瑠依人 （同　大）

10

辻　大芽 （龍　大）

福田　恵介 （京産大）

8 石垣　陽大 （大教大）
39

6 藪下　由武 （びわこ大）

7 松本　貴良 （京　大）

5 星野　颯斗 （大体大）

4 堀田　大貴 （神院大）

3 大町　悟史 （電通大）

2 丸山　悠斗 （大手前大）

1 中　基 （関　大）

15 伊藤　空央 （近　大）

14 滝口　侑希 （神外大）

13 柳井　拓海 （京　大）

12 廣岡　正太郎 （阪　大）

11 齋藤　寿樹 （関　大）

9 下田代　拓未 （公立大）

10 永松　航 （関国大）

8 今村　真一郎 （同　大）
38

6 柏谷　竜之介 （関外大）

7 土井　大樹 （神　大）

5 金城　政来 （大体大）

4 川岸　雅空 （桃　大）

3 長谷　知樹 （神院大）

2 大塚　海輝 （京産大）

1 堤野　竜司 （関学大）

15 宇津原　陽 （関学大） 本田　嵩稀 （関学大） 15

14 四宮　健登 （神外大） 山田　大翔 （大手前大） 14

13 山本　陸人 （近　大） 川西　風冴 （公立大） 13

12 佐々木　翔馬 （神　大） 藤井　則行 （大院大） 12

11 瀬川　恵巨 （大教大） 竹内　友河 （関国大） 11

9

8

10 斉藤　吉蔵 （公立大） 藤井　謙佑 （阪　大） 10

長岡　錬 （神院大）

（同　大） 7

森本　達大 （神　大） 8

9 横井　壮太郎 （関外大） 徳永　壮大 （京産大）

（成蹊大） 図師　奨之介

7 中本　悠水 （甲南大） 坂本　青遥
37 40

（近　大） 6

5 河野　真弥 （京　大） 藤田　真叶 （神院大） 5

6 橋本　大都

4 高木　政宗 （京産大） 島村　真司 （大経大） 4

3 石井　洸成 （関　大） 野崎　政春 （京　大） 3

2 柘植　幹哉 （立命大） 姫野　隼汰 （流通大） 2

男子シングルス（G）

1 寺崎　呼人 （大体大） 西原　大河 （甲南大） 1


