
シングルス本戦 ダブルス本戦

1 白石光 早稲田大学 1 丹下将太・白石光 早稲田大学

2 藤原智也 慶應義塾大学 2 藤原智也・下村亮太朗 慶應義塾大学

3 丹下将太 早稲田大学 3 田口涼太郎・河野甲斐 近畿大学

4 田口涼太郎 近畿大学 4 松田康希・大植駿 関西大学

5 松田康希 関西大学 5 中川舜祐・大田空 法政大学

6 高畑里玖 早稲田大学 6 池田朋弥・増田健吾 早稲田大学

7 松田龍樹 近畿大学 7 藪田司・松田龍樹 近畿大学

8 渡部将伍 早稲田大学 8 守屋達貴・加藤木塁 法政大学

9 小久保蓮 早稲田大学 9 佐野有佑・矢島淳揮 法政大学

10 中川舜祐 法政大学 10 石榑元晴・中村元 筑波大学

11 石榑元晴 筑波大学 11 中山樹・吉田響介 駒澤大学

12 濱口昌孝 亜細亜大学 12 末尾拓翔・小高拓海 駒澤大学

13 大植駿 関西大学

14 白藤成 慶應義塾大学

15 山口雄矢 中京大学

16 河野甲斐 近畿大学

17 相原一樹 東京国際大学

18 矢島淳揮 法政大学

19 石井涼太 中央大学

20 池田朋弥 早稲田大学

21 冷水悠人 近畿大学

22 稲田康太郎 立教大学

23 佐藤太耀 法政大学

24 目黒志和 亜細亜大学

シングルス予選 ダブルス予選

1 岡悠多 亜細亜大学 1 白藤成・今鷹洸太 慶應義塾大学

2 衣川信繁 愛知学院大学 2 中村秋河・清原幹太 関西大学

3 相馬光志 福岡大学 3 中屋敷勇人・仲里翼 近畿大学

4 新井翼 法政大学 4 田中諒弥・佐藤太耀 法政大学

5 徳航太 明治大学 5 在原迅人・保坂駿太 立教大学

6 大田空 法政大学 6 高清水研人・村田雄飛 法政大学

7 下村亮太朗 慶應義塾大学 7 前田将吾・村口皓亮 大阪体育大学

8 片山楓 日本大学 8 目黒志和・濱口昌孝 亜細亜大学

9 高橋勇人 関西大学 9 古藤嵩大・権藤卓巳 亜細亜大学

10 山口柚希 早稲田大学 10 高畑里玖・吉野郁哉 早稲田大学

11 奥平駿 甲南大学 11 清水盾伎・井上隆也 中央大学

12 谷川大雅 四日市大学 12 森大地・副田温斗 明治大学

13 前田将吾 大阪体育大学 13 其田怜・中留諒太 関西学院大学

14 田中秀明 中京大学 14 山口雄矢・北澤拓真 中京大学

15 堀川莞世 関西大学 地域推薦枠 新山悠永・佐藤航翼 小樽商科大学・札幌国際大学

16 末尾拓翔 駒澤大学 地域推薦枠 辻陽平・藤井将輝 福岡大学

17 脇坂留衣 慶應義塾大学

18 小林大修 早稲田大学

19 平石瑛 近畿大学

20 菅谷拓郎 慶應義塾大学

21 町田晴 明治大学

22 藤岡凌大 早稲田大学

23 佐々木偉琉 福島大学

24 川尻虎南 石川県立大学

25 田巻雄介 早稲田大学

26 清水盾伎 中央大学

27 北昇馬 大阪体育大学

28 小高拓海 駒澤大学

29 ⾧山海 中京大学

30 河内健 明治大学

地域推薦枠 中込颯馬 中京大学

地域推薦枠 泊口啓樹 福岡大学

シングルス補欠 ダブルス補欠

1 堺太志 兵庫大学 1 河内健・藤川悠 明治大学

2 宮田陸 近畿大学 2 藤本拓・奥平駿 甲南大学

3 篠田玲 関西学院大学 3 坂野唯・片山楓 日本大学

4 天崎荘汰 日本大学 4 棚橋勇斗・秋月真緒 甲南大学

5 守谷岳 筑波大学 5 田中瑛大・山口柚希 早稲田大学

6 高木翼 慶應義塾大学 6 田中翔・狩行紀希 鹿屋体育大学

7 片山創 関西学院大学 7 小路博隆・赤西大樹 慶應義塾大学

8 飯田翔 明治大学 8 田中秀明・⾧山海 中京大学

9 山岸勇貴 同志社大学 9 合田渚・堺太志 兵庫大学

10 藤川侑志郎 筑波大学 10 石井涼太・間仲啓 中央大学
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