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3803962 松元 大和 アウリンTC

3803778 尾崎 佑磨 アウリンTC 松元尾崎

3803978 小俣 成慶 ロイヤルTC 6161

3804081 向山 黎 ロイヤルTC 松元尾崎

3804003 安生 竜輝 宇都宮サンＴＣ 6262

3804168 田巻 治人 宇都宮サンＴＣ 安生田巻
3804009 鈴木 捷矢 アウリンTC (No.12へ移動)
3803938 地土 祥太郎 アウリンTC (No.12へ移動)

3804093 関口 快翔 宇都宮サンＴＣ(予選から)

3804113 西尾 悠吾 宇都宮サンＴＣ(予選から) 松元尾崎

3803970 秋山 智哉 ウィンディ 6161

3803994 佐藤 宏紀 TFCインドア 秋山佐藤

3804065 川上 拓真 リバーテニススクール 6475

3804108 中村 一太 サトウＧＴＣ 鈴木田鶴

3803992 鈴木 陽知 リバーテニススクール 2660（8）

3803801 田鶴 真大 リバーテニススクール 鈴木田鶴

3804148 福田 優吏 サトウGTC 6063

3804110 星 慶佑 サトウGTC 野原中山

3804068 戸室 佑海 リバーテニススクール 6475

3804018 佐久間 海地 リバーテニススクール 金子尾崎

3803963 金子 岳寛 宇都宮TC 6162

3803946 尾崎 巧真 日光ジュニアTC 鈴木地土

3803988 伊波 李恩 サトウGTC 7563

3803932 川添 遼 サトウGTC 鈴木地土
3803945 鈴木 淳太朗 宇都宮サンＴＣ (欠場届)
3803951 久保 允人 宇都宮サンＴＣ (欠場届)
3804009 鈴木 捷矢 アウリンTC
3803938 地土 祥太郎 アウリンTC

3803800 田鶴 創大 リバーテニススクール 6163

3804100 浜田 悠生 リバーテニススクール 小野木村

3803931 小野 諒 サトウGTC 6161

3804059 木村 陽向 サトウGTC 野原中山
3803940 丸茂 拓也 アウリンTC（欠場）
3804114 仁科 来斗 アウリンTC（欠場）
3804075 杉山 煌 宇都宮TC
3804152 中島 大成 宇都宮TC

3803950 野原 健矢 リバーテニススクール

3803660 中山 航 リバーテニススクール
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(シード順位 )

1：松元 大和 ・尾崎 佑磨、2：野原 健矢 ・中山 航、3：鈴木 淳太朗 ・久保 允人、4：秋山 智哉 ・佐藤 宏紀

野原中山
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3804093 関口 快翔 宇都宮サンＴＣ[本戦繰上げ]

3804113 西尾 悠吾 宇都宮サンＴＣ[本戦繰上げ]

小俣向山

3803978 小俣 成慶 ロイヤルTC

3804081 向山 黎 ロイヤルTC 小俣向山

3804195 蓬田 恭士 栃木県テニス協会 60

3804191 小林 優斗 ビッグツリー

3803800 田鶴 創大 リバーテニススクール

3804100 浜田 悠生 リバーテニススクール

田鶴浜田

3804208 大島 絢介 小山ジュニア 60

3804218 諏訪 龍生 小山ジュニア 矢島阿久津

3804170 矢嶋 泰成 ハミングバード 64

3804193 阿久津 桜雅 ハミングバード

3803988 伊波 李恩 サトウGTC

3803932 川添 遼 サトウGTC

伊波川添

3804075 杉山 煌 宇都宮TC 60

3804152 中島 大成 宇都宮TC 杉山中島

3804185 野村 悠真 リバーテニススクール 62

3804181 秋草 秀人 リバーテニススクール

3804107 荒井 太希 小山ジュニア

3904217 小林 千紘 小山ジュニア

丸茂仁科
60

3803940 丸茂 拓也 アウリンTC

3804114 仁科 来斗 アウリンTC
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