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1 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64 一般男子シングルス  R64
              

加藤弘望 渡辺聖司 西角一真 谷口明彦 荒井修平 吉本卓矢 今井那紀 中島朋弥 北本貴樹 寺内　摂 山森紹男 一花　卓 小野晃広 谷口和輝
vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

本谷勇真 井波忠夫 吉本和弥 吉谷建一郎 小林武政 舘　圭一 太田利明 寺岸昌亮 原　泰知郎 中川裕樹 出村正宏 松本大樹 得田 大地 塚本凌大
              
              

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

2 一般男子シングルス  R64 シニア男子シングルス  QF シニア男子シングルス  QF シニア男子シングルス  QF 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32
     吉本卓矢 今井那紀   寺内　摂 山森紹男   谷口和輝

藤澤澪音 打越伸一 北田幸彦 吉井辰明 中村隆志 [1] or 舘　圭一 or 太田利明 村上成人 [4] 中出康太 [5] or 中川　裕樹 or 出村正宏 河井顕憲 [8] 西出　爽 [9] or 塚本凌大
vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

新家　稔 丸山裕司 小林　勉 松下昭義 荒井修平 姫野高幸 [2] 山口大輔 [3] 中島　朋弥 北本貴樹 佐藤孝洋 [6] 浮田光貴 [7] 一花　卓 小野晃広 山田圭一 [10]
    or 小林武政   or 寺岸昌亮 or 原　泰知郎   or 松本大樹 or 得田 大地  
              

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

3 一般男子シングルス  R32 シニア男子シングルス  SF 女子シングルス  RR１ シニア男子シングルス  SF 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO

藤澤澪音  北田幸彦  渡辺聖司  谷口明彦  
or 新家　稔 上野　章 辰田佳子 or小林　勉 山形祐樹 [11] or 井波忠夫 西村壮一 [13] or 吉谷建一郎 宮城　巧 [16]

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.
中村吉延 [15] 打越伸一 石黒茉里萌 吉井辰明 加藤弘望 鳴海慶輔 [12] 西角一真 小泉公彦 [14] 稲垣智博

 or 丸山裕司  or松下昭義 or 本谷勇真  or 吉本和弥  
         

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

4 一般男子シングルス 　CO シニア男子シングルス  F 女子シングルス  RR1 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16
         

石黒茉里萌

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.
竹本優紀

 
         

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by
5 シニア男子シングルス  CO シニア男子シングルス  CO 女子シングルス  RR3 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO

     
辰田佳子

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.
竹本優紀

 
     

Followed by Followed by Followed by Followed by   

6 一般男子シングルス  SF 一般男子シングルス  SF 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO   

    

  

vs. vs. vs. vs.   

  

  

    

   Followed by Followed by Followed by Followed by     

7    一般男子シングルス  F 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO 一般男子シングルス 　CO     

        

       

   vs. vs. vs. vs.     
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