
男子シングルス（１６４名）

亀田智士 大上浩生 鎌谷魁帥 塩田悠人
(ETTC) (EAGLES) (高の原クラブ) (奈良北高) 2-1

中尾和夢 平岡 山崎柊乃
(阪南大) (香芝クラブ) (小瀬クラブ) 1-1

井久保喜希 西浦優 河村伊織
(生駒高) (聖徳中) (イシダTTC) 3-1

中山琉雅 野田峻右 石田寛人
(竹取クラブ) (髙田商業高) (高取国際高) 1-2

安田殉 岩﨑眞浩 明正拓真
(龍谷大) (桜井高) (小瀬クラブ) 2-2

金地英樹 塚本悠介 藤田絢士
(ＧＯＬＤＲＵＳＨ) (ETTC) (畝傍高) 1-3

後藤優汰 小田島大地 岩田晃 4-1

(天理大) (吉岡SC) (Crusher)
右馬ノ賢 鴻田一理 西浦長太
(ダイナミック) (天理高) (天理クラブ) 2-3

橋本豊 吉田優斗 尾名葉月
(ETTC) (高取国際高) (橿原高) 1-4

今沢寛至 山本尚明 中井一稀
(緑の館) (かるみん) (EAGLES) 3-2

増田篤人 西岡誠矢 西田陽一郎
(koto卓球スタジオ) (チームアイオイ) (平群中) 1-5

児嶋悠飛 相馬快飛 津田真大
(天理大) (小瀬クラブ) (橿原TTC) 2-4

高松英陽 澤本悠聖 八束健太
(ETTC) (生駒高) (チーム245) 5-1

山下湧一 川原裕馬 吉川大登
(天理クラブ) (ETTC) (高の原クラブ) 2-5

浦西大輝 戸石大翔 中川正博
(高取国際高) (畝傍高) (ダイナミック) 1-6

松山洋季 合田高徳 吉田司
(クローバー歯科カスピッズ) (EAGLES) (帝塚山高) 3-3

大谷智志 西岡莉玖 鴻田拓朗
(天理大) (香芝高) (竹取クラブ) 1-7

松木基成 谷田一樹 橋和田悠佑
(SHARP) (koto卓球スタジオ) (Crusher) 2-6

橋本蘭ノ介 川崎裕介 東久保太郎
(小瀬クラブ) (奈良県庁クラブ) (生駒高) 1-8

吉田祥大 小田翔太 木田紘暉
(ETTC) (ＧＯＬＤＲＵＳＨ) (橿原TTC) 4-2

島村龍幸 竹田光汰 福井伸大
(ETTC) (高取国際高) (Z-cube) 1-9

岡田瑠威 今西哲平 上野陽稀
(生駒高) (天理クラブ) (畝傍高) 2-7

相馬尚樹 小野真起士 中川大貴
(小瀬クラブ) (チーム245) (EAGLES) 1-10

相場一穂 山口一聖 上村幸多
(奈良県庁クラブ) (磯城野高) (竹取クラブ) 3-4

佐藤翔 北川優 巳波将之
(ETTC) (アグリゲーション) (平群中) 1-11

井上敦 黒田大喜 河村瑞貴
(高取国際高) (大阪商業大) (イシダTTC) 2-8

岩城禎 丸山寛太 野村悠午 6-1

(緑の館) (奈良北高) (スマイル)
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伊藤大貴 安井瑞輝 藤枝昇山
(ETTC) (Crusher) (SHARP) 2-9

廣田英仁 藤井凛久 西尾聡吾
(平群クラブ) (小瀬クラブ) (髙田商業高) 1-12

鮎川良 渡邉拓己 大川内翔
(EAGLES) (大阪商業大) (高取国際高) 3-5

徳田裕大 西田侑生 細谷陸斗
(天理大) (生駒高) (奈良北高) 1-13

村上広樹 岡田啓介 植村孝祐
(ETTC) (かるみん) (畝傍高) 2-10

新宮拓人 勝健悟 金田良太
(竹取クラブ) (小瀬クラブ) (御所実業高) 1-14

辻隼人 石崎良亮 山本煌太朗
(橿原高) (チーム245) (橿原TTC) 4-3

金子颯真 原優斗 内山修
(ETTC) (平群ジュニア) (緑の館) 1-15

西谷友起 印藤大和 木村駿志
(奈良県庁クラブ) (畝傍高) (小瀬クラブ) 2-11

大原拓人 松本薫 村上昌壽
(天理大) (聖徳中) (生駒高) 1-16

大西慎悟 足谷悠樹 伊丹大樹
(緑の館) (一条高) (イシダTTC) 3-6

藤井樹佑磨 阿部弥勒 井久保公基
(Crusher) (小瀬クラブ) (ダイナミック) 1-17

亀田幸秀 椙本悠斗 明正泰輝
(竹取クラブ) (香芝高) (koto卓球スタジオ) 2-12

向井悠貴 森口拓哉 岸本煌平
(天理クラブ) (ETTC) (橿原高) 5-2

安満琉斗 椿本健 橋本凌
(ETTC) (高取国際高) (高の原クラブ) 2-13

奥野勇一郎 刀谷直樹 田中雅起
(生駒高) (Z-cube) (ダイナミック) 1-18

神農賢汰 新宮大地 大植民生
(高の原クラブ) (竹取クラブ) (イシダTTC) 3-7

池田真輝 山本惣介 芝田優斗
(天理大) (竹取クラブ) (奈良北高) 1-19

黒田晃成 堀江悠斗 桝本尚宏
(ETTC) (高田商業高) (橿原TTC) 2-14

井窪智哉 西山遼 中川明宏
(高取国際高) (平群中) (香芝クラブ)
山上勝也 藤原柊人 竹川史倫 4-4

(ETTC) (高の原クラブ) (koto卓球スタジオ) 1-20

橋田凌祐 菅﨑悠児 植村都登
(小瀬クラブ) (高取国際高) (畝傍高) 2-15

佐藤光 杉田拳士朗 田中きずな
(天理大) (Crusher) (髙田商業高) 1-21

山下央将 岡田幸己 寺内朔
(桜井中) (帝塚山高) (竹取クラブ) 3-8

橋田亮一 山本惣士朗 藤本功太朗
(小瀬クラブ) (橿原TTC) (天理クラブ) 1-22

山下雄一 山田凛太郎 辻岡優希
(イシダTTC) (生駒高) (桜井高) 2-16

勝健真 大濱翔煌 米田貴昭 奥原進斗
(緑の館) (生駒高) (野原卓球クラブ) (聖徳中)
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