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男子 シングルス
４１ドロー

谷村　亮輔 同志社国際 1 25 新谷　亮一 立命館宇治

佐藤　広大 立命館宇治 2 谷村　亮輔 新谷　亮一 26 足立　裕亮 同志社
深堀　謙和 61 61 藤木　徳英

深堀　謙和 同志社国際 3 64 64 27 藤木　徳英 京都両洋

茶野　謙介 京都成章 4 谷村　亮輔 新谷　亮一 28 畑上　正太 京都学園
60 63

5　　BYE 29　　BYE
茶野　謙介 谷村　亮輔 同志社国際 畑上　正太

伊藤　啓 同志社 6 62 63 63 30 天野　博司 同志社

佐藤　広大 立命館宇治 7 谷村　亮輔 升井　　優 31 木田　勇輔 立命館宇治
60 75

関本　英人 大谷 8 佐藤　広大 大橋　剛輝
32　　BYE

関本　英人 61 60
田中　　翔 同志社 9 63 33 大橋　剛輝 同志社

川越　雄平 京都外大西 10 島垣　利彦 升井　　優 34 高城　拓人 京都両洋
63 63 76(5) 夏原　智

島垣　利彦 同志社 11 63 35 夏原　智 立命館宇治
島垣　利彦 升井　　優

宮脇　貴士 立命館宇治 12 62 61 36 升井　　優 同志社
谷村　亮輔 升井　　優

中山　洋介 立命館宇治 13 63 63 37 前出　忠彦 同志社

福井　拓志 洛南 14 中山　洋介 前出　忠彦 38 北村　亮介 同志社
福井　拓志 62 61 小垂葉　亮

林　完一（イム・ワニル） 京都国際 15 63 60 39 小垂葉　亮 同志社

李　勇希（イ・ヨンフィ） 京都国際 16 中山　洋介 前出　忠彦 40 中園　康平 京都橘
61 63

17　　BYE 41　　BYE
佐々木　惇 中園　康平

佐々木　惇 立命館宇治 18 64 75 42 中田　一誠 同志社

池本　宜幸 京都学園 19 田中　智之 前出　忠彦 43 高野須智也 立命館宇治
76(4) 61

20　　BYE
池本　宜幸 高野須智也

44　　BYE
62 75

河崎雄也 京都学園 21 45 林　晃義 同志社

佐々木　翔 同志社国際 22 田中　智之 小松　　碧 46 辻本　健人 同志社国際
佐々木　翔 61 60 山田　翔大

木村　篤人 南京都学園 23 62 63 47 山田　翔大 京都橘
田中　智之 小松　　碧

田中　智之 立命館宇治 24 61 61 48 小松　　碧 同志社国際
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升井　　優 同志社 1 17 宮脇　貴士 立命館宇治
並川　良亮 同志社 夏原　智 立命館宇治

2  BYE 18  BYE
升井　　優 宮脇　貴士
並川　良亮 夏原　智

木村　篤人 南京都学園 3 60 63 19 佐々木　翔 同志社国際
碩野　宏佑 南京都学園 佐々木　翔 植田　祥平 同志社国際

谷村　亮輔 同志社国際 植田　祥平

4  BYE
小松　　碧 同志社国際 60 20 田中悠輔 同志社国際

76(3) 藤岡　快 同志社国際
升井　　優 宮脇　貴士

三田　拓郎 同志社 5 並川　良亮 夏原　智 21 中園　康平 京都橘
天野博司 同志社 三浦　高広 61 75 中園　康平 山田　翔大 京都橘

及川　武志 山田　翔大
三浦　高広 京都橘 6 76(5) 61 22 小林　知晃 同志社
及川　武志 京都橘 新谷　亮一 中園　康平 伊藤　　啓 同志社

田中　智之 山田　翔大

7  BYE
61 64

23  BYE
新谷　亮一
田中　智之

新谷　亮一 立命館宇治 8 24 安永　秀俊 同志社国際
田中　智之 立命館宇治 升井　　優 谷村　亮輔 辻本　健人 同志社国際

63 並川　良亮 小松　　碧 62
高野須智也 立命館宇治 9 25 前出　忠彦 同志社
中山　洋介 立命館宇治 中田　一誠 同志社

10  BYE 26  BYE
高野須智也 前出　忠彦
中山　洋介 中田　一誠

川越　雄平 京都外大西 11 60 63 27 船越　康平 京都学園
濱本　将彰 京都外大西 池本　宣準 船越　康平 乾　雅俊 京都学園

尼子　准 乾　雅俊
池本　宣準 京都学園 12 64 63 28 木村　翔吾 京都成章
尼子　准 京都学園 今泉　竜輔 京都成章

高野須智也 谷村　亮輔
関本　英人 大谷 13 中山　洋介 小松　　碧 29 林　完一（イム・ワニル） 京都国際
中西　琢哉 大谷 由井　章太 64 64 林　完一（イム・ワニル） 李　勇希（イ・ヨンフィ） 京都国際

山田　知希 李　勇希（イ・ヨンフィ）
由井　章太 同志社国際 14 60 64 30 中越　琢也 京都成章
山田　知希 同志社国際 島垣　利彦 谷村　亮輔 國吉　裕大 京都成章

田中　翔 小松　　碧

15  BYE
64 63

31  BYE

島垣　利彦 同志社 16 32 谷村　亮輔 同志社国際
田中　翔 同志社 小松　　碧 同志社国際
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今井　真子 京都女子 1 18 金　亜耶　　　 同志社女子

今井　真子
山元　かおり 京都女子 2 60 金　亜耶　　　

岩井　春菜 w.o. 19 久保　麗奈 平安女学院　
61

岩井　春菜 京都女子 3
今井　真子 金　亜耶　　　 20 中島　亜沙美 立命館宇治
61 62

斉藤　華織 平安女学院 4 小坂　奈菜子
76(1) 21 小坂　奈菜子 同志社女子

井本　晶
井本　晶 立命館宇治 5 61 今井　真子 京都女子

60 22 山口　美季 同志社国際

嶋頭　由衣 大谷 6 今井　真子 金　亜耶　　　 山口　美季
60 64 23 荒河　純子 京都共栄学園

金井志帆
金井志帆 同志社女子 7 60

松並　宏実 24 石井　彩貴 京都橘
山岸　藍 62

岡山仁美 京都共栄学園 8 64 松並　宏実
60 25 松並　宏実 同志社女子

山岸　藍
山岸　藍 同志社 9 61

26 西山　瑠美 同志社
今井　真子 西山　瑠美

徳山　貴子 京都女子 10 60 63 西山　瑠美
61 27 東　佑衣 同志社国際

徳山　貴子
高澤　美帆 京都外大西 11 63 西山　瑠美

75 28 平野　理絵 同志社
脇本　美央

脇本　美央 同志社 12 62 平野　理絵
63 29 中岡　朋子 京都外大西

脇本　美央
藤本　愛子 同志社 13 76(4)

西山　瑠美 30 三宅　唯美香 立命館宇治

田中　優美 京都文教 14 竹中　梨恵 三宅　唯美香
76(4) w.o. 31 高塚　雅貴 花園

竹中　梨恵
竹中　梨恵 同志社国際 15 64 高須　亜美

61 32 福光　晶子 京都女子
竹中　梨恵

多田　綾美 立命館宇治 16 64 中田　香奈
62 33 中田　香奈 平安女学院　

岩本　弥華 高須　亜美
岩本　弥華 平安女学院　 17 62 63

34 高須　亜美 立命館宇治
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岩井　春奈 京都女子 1 17 山岸　藍 同志社
今井　真子 京都女子 岩井　春奈 西山　瑠美 同志社

今井　真子

2　  BYE
62

18 　 BYE
岩井　春奈 山岸　藍
今井　真子 西山　瑠美

春木　緑咲 同志社国際 3 60
19　　BYE

佐々木　陽香 同志社国際 春木　緑咲
佐々木　陽香 岩井　春奈 京都女子

徳山　貴子 京都女子 4 75 今井　真子 京都女子 20 藤本　愛子 同志社
山元　かおり 京都女子 64 脇本　美央 同志社

岩井　春奈 山岸　藍
薮内　ゆかり 京都女子 5 今井　真子 西山　瑠美 21 高須　亜美 立命館宇治
瀬戸　綾香 京都女子 60 63 中島　亜沙美 立命館宇治

6　　BYE 22　　BYE
北町　光 高須　亜美
萩原　舞子 中島　亜沙美

7　　BYE
62 61

23  　BYE

北町　光 同志社国際 8 24 上野　舞 ノートルダム女学院

萩原　舞子 同志社国際 岩井　春奈 山岸　藍 金山　洋子 ノートルダム女学院

今井　真子 西山　瑠美
竹中　梨恵 同志社国際 9 63 62 25 荒河　純子 京都共栄
山口　美季 同志社国際 岡山仁美 京都共栄学園

10    BYE 26    BYE
竹中　梨恵 久保　麗奈
山口　美季 岩本　弥華

11　　BYE
62 62

27　　BYE

石井　彩貴 京都橘 12 28 久保　麗奈 平安女学院　
高川　陽子 京都橘 岩本　弥華 平安女学院　

竹中　梨恵 雲川　玲子
中岡　朋子 京都外大西 13 山口　美季 福光　晶子 29 瀬戸口　文香 大谷
喜多　由利恵 京都外大西 75 61 瀬津　亜紀 井上　佳南 大谷

長江　芽理香

14　　BYE
61 30 瀬津　亜紀 京都成章

亀井　菜南子 雲川　玲子 長江　芽理香 京都成章
深田　実世 福光　晶子

15　  BYE
63 61

31　  BYE

亀井　菜南子 同志社国際 16 32 雲川　玲子 京都女子
深田　実世 同志社国際 福光　晶子 京都女子
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