
男子シングルス

1 大門祐也 中京大学 17 小沼瑞季 中京大学
2 中野佑哉 愛知学院大学 18 林泰光 愛知学院大学
3 山口雄矢 中京大学 19 福田光 東海学園大学
4 田中秀明 中京大学 20 長山海 中京大学
5 高柳希旭 中京大学 21 小野宗一郎 東海学園大学
6 大塚真樹 中京大学 22 中村元紀 南山大学
7 鈴木拓希 中京大学 23 鷲巣祥久 中京大学
8 三島大佑 四日市大学 24 桝田幹人 三重大学
9 周藤公貴 東海学園大学 25 島涼太 四日市大学
10 木全将也 中京大学 26 林大晟 愛知工業大学
11 荒木祟徳 東海学園大学 27 石坂樹紀 朝日大学
12 根木聖 中京大学 28 加藤諒一 愛知学院大学
13 杉原健 中京大学 29 右高歩夢 愛知学院大学
14 古川滉士 東海学園大学 30 谷井優希 朝日大学
15 関口一樹 中京大学 31 伊藤肇 愛知学院大学
16 北澤拓真 中京大学 32 國島宇遙 中京大学

1 北川稜真 名城大学
2 冨原星陽 名古屋工業大学
3 野尻大陽 名古屋経済大学
4 薮田樹彩亜 名古屋経済大学
5 倉嶋文哉 日本福祉大学
6 馬渕裕司 中部大学
7 栗木雄大 愛知工業大学
8 祖父江優樹 愛知淑徳大学
9 小山拓海 中京大学
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予選中下シード

本戦シード 本戦ストレートイン



1 佐野悠葵 愛知学院大学 1 手塚類 愛知大学
2 伊藤滉祟 愛知学院大学 2 森田龍 愛知大学
3 武石柊平 日本福祉大学 3 馬渕航太 愛知学院大学
4 三田村崚平 中京大学 4 波多野友人 中京大学
5 砂野太志 愛知学院大学 5 杉本亮太郎 朝日大学
6 梶藤織部 中京大学 6 棚橋郁弥 名古屋工業大学
7 鈴木淳平 名古屋大学 7 武石大空 東海学園大学
8 内田愉一 東海学園大学 8 小西裕輔 南山大学
9 南泉達政 中京大学 9 山下優太朗 東海学園大学
10 渡邊雄大 中京大学 10 比嘉真吾 朝日大学
11 岩原瑞季 静岡大学 11 伊佐彰友 朝日大学
12 長谷川真琴 名古屋経済大学 12 浅井辰哉 岐阜聖徳学園大学
13 衣川信慶 東海学園大学 13 古市雄哉 皇学館大学
14 山羽貴友輝 愛知学院大学歯学部 14 高木健太郎 名古屋大学
15 山田修司 名城大学 15 南雲ラフェエウ耀名古屋経済大学
16 吉田光宏 中京大学 16 南場謙太 中京大学
17 真栄田珠 名古屋経済大学 17 伊藤光輝 四日市大学
18 宮崎東洋 東海学園大学 18 横山大晴 岐阜大学
19 深津斗那 中京大学 19 福本崚太 愛知大学
20 伊藤健晋 名古屋学院大学 20 遠藤悠太 愛知学院大学歯学部
21 鈴木利門 名城大学 21 三又潤也 名古屋大学
22 中川智貴 名古屋経済大学 22 小山和輝 名城大学
23 井田貫太 朝日大学 23 山田直輝 愛知学院大学
24 久保田晃世 中京大学 24 鋤田悠人 朝日大学
25 生熊健人 静岡大学 25 吉川海渡 中京大学
26 高田晃佑 三重大学 26 前川優馬 日本福祉大学
27 佐藤弘基 名古屋経済大学 27 得地健太 朝日大学
28 大橋諒太郎 東海学園大学 28 櫻井翔太 愛知工業大学
29 高橋寛斗 名城大学 29 舟橋健太 朝日大学
30 許田大夢 朝日大学 30 大塚雄介 朝日大学
31 松田昂也 四日市大学 31 力丸暉 東海学園大学
32 今尾涼祐 岐阜大学 32 内田柊 四日市大学
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