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男子シングルス（A）

1 山岸　勇貴 (同　大) 宇田　翔 （同　大） 1

2 岡本　静真 (大市大) 高鷲　健太 （大手前大） 2

3 太田　裕貴 (和　大) 稗島　幸祐 （和　大） 3

4 井上　智也 (びわこ大) 保村　悠次 （大産大） 4

（滋　大） 6

5 坂本　亮 (滋　大) 津田　啓生 （神　大） 5

6 矢野　楓馬 (大産大) 吹田　勇哉

7 坂口　大貴 (滋県大) 中山　裕之進
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（滋県大） 7

難波　尚貴 （龍　大） 8

9 河野　祐紀 (京　大) 米田　満 （関　大） 9

8

10 武田　博貴 (大工大) 谷口　太一 （京　大） 10

田村　光 (大体大)

11 西村　拓斗 (成蹊大) 竹内　浩輝 （関国大） 11

12 野中　陽太 (神外大) 千種　隆広 （大市大） 12

13 皮野　陽大 (姫　大) 下野間　優作 （大商大） 13

14 竹村　飛鳥 (花　大) 北井　鴻希 （大工大） 14

15 筒井　大輔 (近　大) 石島　結友 （大体大） 15

1 本田　柊哉 (立命大) 岩原　竜也 (近　大) 1

2 清水　颯麻 (和 大) 若杉　和哉 (滋　大) 2

3 浦山　浩一 (神外大) 笹尾　虹太 (和　大) 3

4 田中　裕貴 (滋県大) 城間　拡 (大院大) 4

(大産大) 6

5 北山　功樹 (花　大) 河本　大地 (大経大) 5

8 安田　天

6 松本　海斗 (大商大) 村上　陽哉

7 樋口　貴也 (追　大) 深尾　駿介 (神　大) 7

(大市大) 川崎　一樹 (大商大) 8
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9 松浦　直生 (滋　大) 秋山　泰大 (関国大) 9

10 澤田　昂志 (京　大) 桒原　潤 (大市大) 10

11 水口　大輔 (龍　大) 塩田　新太郎 (びわこ大) 11

12 大川　雄世 (大産大) 寺林　秀飛 (大体大) 12

13 北村　太一 (仏　大) 白濵　晃一 (京　大) 13

14 田中　達己 (大経大) 平田　純也 (大府大) 14

15 金城　政来 (大体大) 國政　幸佑 (龍　大) 15

1 岩田　真優 (同　大) 前田　将吾 (大体大) 1

2 大羽　輝 (滋県大) 笠川　皓史 (仏　大) 2

3 北村　一真 (仏　大) 田中　聖人 (兵　大) 3

4 和仁　秀輔 (滋　大) 西尾　柾輝　 (滋　大) 4

(びわこ大) 6

5 小林　拓真 (和　大) 足谷　龍平 (成蹊大) 5

8 藤野　太門

6 松本　一馬 (大体大) 新見　雄士

7 野坂　春暉 (大産大) 西崎　悠 (大市大) 7

(立命大) 廣田　祐真 (関国大) 8
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9 渡部　竜也 (成蹊大) 岡本　拓海 (追　大) 9

10 鈴木　優太郎 (京　大) 井上　湧太 (大商大) 10

11 川中　航太 (びわこ大) 吉岡　裕生 (龍　大) 11

12 神田　佳祐 (大市大) 宇野　圭一郎 (京外大) 12

13 伏見　知祥 (大府大) 黒崎　滋 (大府大) 13

14 貴志　将士 (大工大) 蘆谷　翔大 (和　大) 14

15 山本　一紗 (龍　大) 渡部　就人　 (関学大) 15
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男子シングルス（B）

1 上森　翔太 （近　大） 片山　幸輝 （立命大） 1

2 大江　哲司 （電通大） 山田　紘範 （姫　大） 2

　金丸　広樹 （天理大） 4

3 山本　龍星 （滋　大） 田中　大翔 （京工大） 3

佐藤　恵祐 （立命大）

4 岩崎　旺太 （大院大）

5 廣瀬　研人 （神　大） 屋敷　実直人 （仏　大） 5

（仏　大） 7
10

井口　大輔 （同　大）

8 新井　海渡 （桃　大）

中川　竣介 （滋　大）

山野井　陸 （大市大）

7 澤田　直希

6

9

8橘　颯暉 （神院大）

6

7

（甲南大） 11

10 加藤　翔 （滋県大） 植村　斗里敦 （関国大）

野口　雄太郎 （大体大)

9 吉田　大晟 （龍　大）

10

11 荒井　遥介 （同　大） 角谷　智仁

川田　直弥 （大体大） 12

13 伊永　圭佑 （和　大） 中谷　健人 （大工大） 13

12

14 日下部　港太 （花　大） 酒井　優希 （追　大） 14

15 小夏　優太 （関学大） 秋田　浩佑 （関学大） 15

1 渡辺　太一 （大体大） 折井　勇太 (同　大) 1

2 寺原　逸 （兵　大） 芦田　凛紅朗 (桃教大) 2

3 周藤　光輝 （花　大） 北野　大地 (国際大) 3

4 大野　翔希 （大商大） 小西　健吾 (大市大) 4

5 坂口　颯人 （追　大） 中所　尚弥 (大産大) 5

6 乾　佑太朗 （成蹊大） 田口　魁大 (大体大) 6

(関国大) 8
8 11

7 池松　篤志 （神院大） 中島　正陽 (天理大) 7

10 吉留　将治

8 伊藤　晴哉 （関学大） 寺尾　紘輝

9 三田村　慧佑 （関国大） 橋本　誠也 (追　大) 9

（滋　大） 早田　涼生 (龍　大) 10

11 高谷　悠真 （摂　大） 昇　優利 (桃　大) 11

12 兼山　凱 （大府大） 宮川　翔伍 (仏　大) 12

13 坂ノ上　稔也 （和　大） 冨依　大誠 (兵　大) 13

14 小島　奏樹 （大工大） 下所　大輝 (大経大) 14

15 足立　知啓 （立命大） 安井　優貴 (立命大) 15

1 中澤　慈永 （関学大） 溝渕　智大 (立命大) 1

2 谷口　宗太郎 （大手前大） 小山　祐輝 (国際大) 2

3 佐藤　眞宏 （和　大） 村上　拓斗 (摂　大) 3

4 山本　響太 （滋　大） 山川　峻平 (滋　大) 4

5 原　海渡 （成蹊大） 駒瀬　元暉 (阪　大) 5

6 加藤　礼旺 （立命大） 木村　智光 (成蹊大) 6

8
9 12

7 山村　大智 （大体大） 辻本　和輝 (大市大) 7

10

8 大久保　崇羽 （びわこ大） 星野　王子 (びわこ大)

9 左近　智之 （大院大） 脇本　優輝 (大産大) 9

間狩　寛生 （大市大） 中田　知宏 (大工大) 10

11 大山　遥行 （大府大） 大野　滉太郞 (関国大) 11

12 弓場上　隆哉 （大産大） 細川　僚太 (大体大) 12

13 津賀　知哉 （神院大） 池田　太一 (森医大) 13

14 杉本　暁 （大工大） 河林　幸丸 (大経大) 14

15 櫻井　達也 （関国大） 藤本　拓 (甲南大) 15
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2 築山　周 （大経大） 2

男子シングルス（C）

1 佐々木　康介 (甲南大） 1岩村　優友

4 生井　凌太 （神　大） 4

3 塩見　友弥 （追　大） 3（立命大）

小城　功大

6 清水　龍一 （成蹊大） 6

5 松井　樹 （大産大） 5（大産大）

綾井　康平

7 西川　新 （関学大） 7

8 松本　圭右 (大商大) 8

（関学大）

奥野　凌

11 小川　潤 (関国大) 11

9 影山　ヒカル （同　大） 9(びわこ大)

13 中村　友哉 （阪　大） 13

10 星野　颯斗

12 中路　龍平 (仏　大）

（大体大）

15 青木　大歩 (龍　大) 15

14 高岡　宗平 （滋県大） 14

1 木村　航平 （近　大） 上曽山　拓実 (関　大) 1

2 伊井　陽紀 (国際大) 岩出　大輔 (阪　大) 2

3 鈴木　将斗 (滋　大) 中井　彪雅 (大体大) 3

4 野村　駿作 (甲南大) 宮岡　瞭斗 (京工大) 4

5 松井　宏樹 (仏　大) 藤井　則行 (大院大) 5

6 菅谷　拓未 (大体大) 細川　達矢 (摂南大) 6

7 水川　堅士郎 (立命大) 柘植　幹哉 (立命大) 7

10 西井　亮太

8 守岡　大輔 (大市大) 加藤　遼大

9 曽根川　大輝 (和　大) 大森　蓮

11

（同　大） 9

(びわこ大) 香山　瑛紀 (関学大) 10

（甲南大）

1

山本　祥太 （大経大）

2

1 松田　和樹 （同　大）

吉田　健太郎

11

（大院大）

4

3 内田　真裕人 (滋県大)

池田　光 (甲南大) 15

14

小坂　優太

4 下岡　祐輔 （阪　大）

酒向　大作 (滋県大) 吉田　翔真

2 實松　誠 (大手前大)

15

（京工大）

6

5 大徳　青空 (大体大)

14

13 小野　隆太 (摂　大）

羽禰田　一輝

8 六車　悠平 (桃　大)

7

6 岡　勇希 (立命大)

7 由良　なら葉

(同　大)

12

常峰　遊日

水上　詢 (大府大)

開　清弥

(桃　大)

永松　航 (関国大)

武方　謙汰 12

（大体大）

（桃　大）

10

11 森岡　拓海 (大産大)

遠藤　晃平 （関国大）

(大商大)

笹渕　大

小酒井　夏海

12 西出　康希 (関国大)

下引地　大和 (神院大)

三河　琉唯

10

（神院大）

12

上山　仁輔 (大院大)

亀井　謙典

三木　岳

梅田　智也 (大谷大)

橋本　大都 （成蹊大）

13

杉原　史宇 (同　大)

谷川　裕亮 (関国大)

8

松林　宏倫 (関国大)

3

岡本　悠14 大島　凜 (仏　大)

隅田　春介 （滋　大）

向井　大輝 (関　大)

横山　太一

(びわこ大)

14

10

9

8

(大市大) 12

5

(京産大)

13

（関学大）

(国際大)

(阪　大)

(大商大)

11

(大市大)

(和　大)

15藤本　達朗 (立命大)

(びわこ大)

(大院大)

(大体大)

(大経大)

(成蹊大)

(関学大)

（京　大）

林田　竜馬

川田　智也

川畑　晴士

山本　勝一郎

稲山　巧真

片山　創

13 小田　拓海

9 安田　征太郎

15

13

14

15 18

17

16

尾﨑　亮介
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男子シングルス（D）

1 柴倉　一太 (甲南大) 高橋　倫 (関　大) 1

2 瀧田　修平 (神外大) 小林　寛弥 (仏　大) 2

河野　力 (摂　大) 4

3 木下　佳亮 (阪　大) 村瀬　健太郎 (阪　大) 3

岡田　聖 (神院大)

4 芝山　朋輝 (大産大)

5 明石　佳祐 (和　大) 林　勇希 (大産大) 5

(桃　大) 7
22

鶴久　雄己 (同　大)

8 福田　祥達 (関国大)

中山　陸 (大体大)

濱田　洸輔 (京　大)

7 福井　遼

6

9

8柴田　龍兵 (桃　大)

6
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(和　大) 11

10 谷川　京将 (京　大) 小山　裕暉 (近　大)

龍　博仁 (大市大)

9 岡田　星翔 (大体大)

10

11 大塚　勝汰 (近　大) 橋本　大輝

河瀬　弘大 (大市大) 12

13 檜作　涼太 (京産大) 西田　和哉 （神　大） 13

12

14 西田　侑真 (龍　大) 桒名　優斗 (大工大) 14

15 井上　峻志 (同　大) 松江　圭 (京産大) 15

1 辻　泰一 (神院大) 久保田　隆一 （立命大） 1

2 山本　勇斗 (追　大) 川田　翔 (関外大) 2

3 清　勇人 (京外大) 小畑　初芽 （大体大） 3

4 小堀　颯大 (神　大) 徳永　雄哉 (天理大) 4

5 中西　大和 (大教大) 戸田　淳太 (和　大) 5

6 佐藤　薫 (京産大) 西堀　蓮 (京産大) 6

(関国大) 8
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7 宮本　貫太郎 (関学大) 藤林　亮太 (近　大) 7

10 則武　佑理

8 松山　航大 (龍　大) 上間　恵惟吾

9 山本　丈太 (立命大) 上田　廉 (関　大) 9

(京　大) 中島　裕貴 (神　大) 10

11 板垣　玲偉 (関　大) 桐田　拓磨 (大院大) 11

12 鳥越　佑 (大体大) 天雲　俊介 (大産大) 12

13 山路　晃平 (国際大) 矢田　智基 (滋　大) 13

14 鬼池　諒太 (電通大) 斎藤　有志 (京　大) 14

15 古賀　守 (関国大) 川野　祐輝 (龍　大) 15

(追　大) 杉山　蓮 （国際大） 2

1 角野　大地 (甲南大) 小川　大虎 （大教大） 1

3 山下　卓真 (阪　大) 北林　光希 （天理大） 3

2 小田　颯

4 東　篤志 (京産大) 山道　奏太 （大市大） 4

5 土橋　広弥 (大体大) 伊豆島　拓 （大商大） 5

6 井口　瑛心 (立命大) 瀧川　響 （大体大） 6

8
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7 村川　功樹 (関学大) 松浦　優成 （甲南大） 7

10

8 浅野　翔織 (びわこ大) 千葉　春希 （関学大）

9 田中　雄大 (神院大) 平田　裕樹 （和　大） 9

神谷　歩 (神外大) 丹正　涼太 （大産大） 10

11 斎藤　諒 (京　大) 奥本　颯馬 （神院大） 11

12 万道　亮介 (大産大) 義川　諒一 （京　大） 12

13 佐野　勝洋 (大教大) 島井　康平 (京産大) 13

14 畑中　佑介 (電通大) 神田　幸紀 （仏　大） 14

15 山本　悠樹 (龍　大) 家邉　聖治 （立命大） 15
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男子シングルス（E）

1 木本　裕貴 (同　大) 深井　圭 （関学大） 1

2 矢地　公平 (京　大) 廣岡　幸一郎 （大工大） 2

3 高橋　卓真 (仏　大) 板屋　英明 （京工大） 3

4 今井　悠翔 (京産大) 石畑　裕介 （びわこ大） 4

安部　元紀 （大教大） 6

5 四方　友策 (大教大) 定政　赳流 （大体大） 5

8 池上　友基 (関学大)

6 星野　智紀 (立命大)

7 小村　喜一 (近　大)

寒作　春斗 （関国大）

鵜沢　拓弥 （立命大） 7

木村　京汰 （京産大） 9

8

（甲南大） 11

10 水谷　太軌 (大市大) 下條　隼人 （大院大）

和田　翔也 (大産大)

9 中村　颯一郎 (関　大)

10

11 坂下　翼 (びわこ大) 川上　悠護

山本　竜世 （大産大） 12

13 浜崎　直人 (大体大) 福美　皓基 （滋　大） 13

12

14 辻垣内　祥汰 (和　大) 加納　宙都 （阪　大） 14

15 野島　兼太郎 (神院大) 樋口　さち （近　大） 15

1 村口　皓亮 (大体大) 村木　亮太 （立命大） 1

2 窪田　和也 (天理大) 山木　雄登 （阪　大） 2

3 石川　琢巳 (仏　大) 井上　智久 （仏　大） 3

4 射場　尚史 (関外大) 八代　善一郎 （神　大） 4

5 中村　雄介 (甲南大) 康乘　翔太 （京産大） 5

6 脇田　祐輔 (大教大) 中濵　豪 （兵　大） 6

（神院大） 8
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7 大谷　伸太郎 (同　大) 上村　直輝 (関　大） 7

10 浦嶋　大和

8 佐々木　優 (関国大) 福井　一真

9 日高　奏 (阪　大) 奥埜　良風 （摂　大） 9

(神院大) 村上　仁崇 （びわこ大） 10

11 濵口　知也 (和　大) 岩本　崇秀 （桃　大） 11

12 亀田　恵吾 (国際大) 藤山　和大 （大市大） 12

13 坪井　大輔 (京産大) 河瀬　友也 （大体大） 13

14 市川　尚裕 (京　大) 嶋本　遼太郎 （国際大） 14

15 利光　佑太郎 （関学大） 安積　豊 （近　大） 15

1 合田　渚 （兵　大） 春原　康佑 （同大） 1

2 福井　雄大 (仏　大） 今中　那雄 （大工大） 2

3 北岸　政樹 （京　大） 間島　魁飛 （大院大） 3

4 山口　智也 （大市大） 奥本　健太郎 （大市大） 4

5 谷本　亮太 （大体大） 中井　悠仁 （大体大） 5

6 岩崎　翔一郎 （神院大） 中西　大翔 （大教大） 6

8
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7 伊藤　将希 （関　大） 清水　健二朗 （関学大） 7

10

8 鈴木　琢哉 （近　大） 清水　蒼天 （びわこ大）

9 牧野　泰成 （関国大） 小野　蒼太 （立命大） 9

濱本　隆一 （大府大） 平野　友寛 （大商大） 10

11 光田　優 （大教大） 日野　天太 （関国大） 11

12 坂口　希樹 （大商大） 佐藤　将太 （神　大） 12

13 東出　健太郎 （滋　大） 松本　拓真 （兵　大） 13

下田代　拓巳 （甲南大） 15

14 久保田　魁 （京産大） 梅林　侑真 （京産大） 14

28

29

30
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15 天野　司基 （関学大）
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男子シングルス（F）

1 石川　雅也 （甲南大） 市川　和樹 （近　大） 1

2 小山　章博 （京産大） 田村　大翔 （和　大） 2

3 松岡　幸秀 （大体大） 樽谷　太郎 （立命大） 3

4 桒嶋　慧 （大産大） 高橋　涼太 （大府大） 4

新濱　敦史 （京　大） 6

5 荒木　誠也 （関国大） 長崎　将太 （京産大） 5

8 八木　優征 （大教大）

6 堺　勇斗 （神　大）

7 黒木　優希 （桃　大）

片岡　凛耶 （龍　大）

森　泰博 （大体大） 7

清水　佑 （びわこ大） 9

8

（大院大） 11

10 田畑　朗 （龍　大） 藤浦　弘人 （神院大）

石川　清太 （神院大）

9 鈴木　悠太 （同　大）

10

11 大森　大喜 （大工大） 安藤　陸

此谷　明紘 （大産大） 12

13 川岸　真也 （大商大） 佐村　悠帆 （関国大） 13

12

14 熊谷　直哉 （京　大） 串野　太一 （成蹊大） 14

15 星原　光 （関学大） 小野田 樹 （関学大） 15

1

押方　竜基 （兵　大)3 伊藤　岳 （京産大）

1 竹山　世成 （甲南大） 栗山　拓也 （関学大）

大原 健太郎 （大府大）

4 瀬野　知也 （大市大）

3

2 森本　悠暉 （京　大） 2

棚橋 勇斗 (甲南大）

4

5 犬伏　翔大 （大産大）

村上 陽介 (京産大)

大西　康太 (京　大)

5

7

6 高谷　龍生 （関国大）

大寺　啓互 （立命大）

6

（大院大）

8

7 安田　圭佑 （神　大）

9 太田　武 （神院大）

永野 拓実 （神院大）

10 森　俊輔 （阪　大）

梅田　翔馬 (びわこ大）

8 眞鍋　尚幹 （関　大）

11 中嶋　真路

内田　夏樹 (関国大)

10

中野 友斗 （大体大）

神田 直音 (阪　大）

11

9

13

12 古川　元樹 （大体大）

橋本 純希 （神　大）

12

14

13 北畑　涼悟 （立命大）

（関学大）

山脇 裕太 （滋　大）

15

14 岡野　創太 （京工大）

三上　和馬 (同　大）15 万木　雄太

1 田渕　賢斗 （関国大） 板倉 司季 （関学大） 1

2 高松　智哉 （和　大） 永井 駿太 （天理大） 2

3 奥田　大樹 （京　大） 三反崎　隼人 （京　大） 3

4 古島　慧人 （神　大） 塚本 瑞樹 （大府大） 4

5 竹内　陸斗 （大産大） 吉崎 大将 （成蹊大） 5

6 猪瀬　大智 （びわこ大） 仁坂 耀 （和　大） 6

8

9 曽和　亜林人 （神院大）

7 下坂　沙羅人 （大教大） 折田 龍治 （大体大） 7

中森 太郎 (関国大) 9

8 高尾　尚樹 （甲南大） 伊藤 鴻佑 （立命大）

10 内田　尚希 （同　大） 芦田 将高 (京産大) 10

11 松井　翔兵 （桃　大） 吉本 悠馬 （滋　大） 11

12 加藤　翔一郎 （大市大） 石本 龍吾 （びわこ大） 12

13 逸崎　颯雅 （関学大） 北野　勇太郎 (大市大) 13

14 宮口　滉平 （大体大） 栗正 克幸 (京工大） 14

15 松田　英吾 （近　大） 川合 椋大 （京外大） 15

神谷　和輝 (近　大） 16

31

32

33

34

35

36
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１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

１Ｒ ２Ｒ ３Ｒ ４Ｒ

男子シングルス（G）

1 西村 壮司 （関　大） 丸石　拓海 （同　大） 1

2 延澤 尚登 （京　大） 孫橋　怜央 （京産大） 2

3 中村 安孝 （大府大） 渡辺　碧海 （仏　大） 3

4 清田 智也 （神外大） 丸山　颯太 （阪　大） 4

（京　大） 6

5 渡部 耕平 (甲南大） 宮井　優輔 （大体大） 5

西垣 穀駿 （立命大）

6 中島 利允 （龍　大） 岩﨑　太登

7 吉田 健朗 （大体大） 守時　慶悟 （立命大） 7

岡崎　綜太 （関学大） 8

9 堤 大地 （びわこ大） 勝田　翔太 （桃　大） 9

8

10 増田 和晟 （阪　大） 西浦　裕太 （大教大） 10
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11 佐々木　達郎 （同　大） 上浦　広人 （びわこ大） 11

12 石井 雅也 （天理大） 成瀬　生 （神院大） 12

13 植田 智行 （摂　大） 武田　直之 （大市大） 13

14 石川　耕也 （電通大） 衣川　幸輝 （大院大） 14

15 二瓶 恭輔 （仏　大） 山本　和輝 （大府大） 15

16 松本　光平 （桃　大） 椎名　遥 （近　大） 16

1 河内　竜太 （大教大）

2 兼田　幹 （神外大）

3 野末　惟 （京　大）

4 溝口　裕之 （大府大）

5 西　理晏 （京産大）

6 藤澤　我久 （大産大）

7 板敷　達也 （関学大）

8 山中　亮平 （神　大）

9 高瀬　諒平 （関国大）
38

10 松田　匡也 （近　大）

11 竹田　豪 （大体大）

12 大原　瑞輝 （大院大）

13 松本　光平 （同　大）

14 西崎　慧 （和　大）

15 寺岡　滉平 （成蹊大）

16 竹浪　佳輝 （神院大）

1 木村　靖吾 （甲南大）

2 笹島　航太 （京産大）

3 奥﨑　哲英 （京　大）

4 山崎　星哉 （大体大）

5 井上　華未勇 （神　大）

6 友野　充貴 （神院大）

7 碇本　修佑 （阪　大）

8 末吉　悠人 （関学大）

9 駿河　蓮 （関国大）
39

10 和田　開 （和　大）

11 土田　将生 （京工大）

（大府大）

12 中澤　大輝 （近　大）

14 永田　裕也　マイトレーヤ （天理大）

16 今井　翼 （同　大）

40

15 三上　流輝 （滋　大）

13 師田　慧


