
訂正箇所
1 望月　勇希 中央大学 1 逸崎凱人・畠山成冴 慶應義塾大学 1 上 唯希 早稲田大学 1 米原実令・森崎可南子 筑波大学
2 島袋　将 早稲田大学 2 齋藤聖真・髙村佑樹 早稲田大学 2 細沼 千紗 早稲田大学 2 村瀬早香・押野紗穂 慶應義塾大学
3 大和田　秀俊 中央大学 3 寒川雄太・鈴木保貴 法政大学 3 押野 紗穂 慶應義塾大学 3 向井マリア・反田茉鈴 慶應義塾大学
4 竹元　佑亮 関西大学 4 小林雅哉・島袋将 早稲田大学 4 森崎 可南子 筑波大学 4 金井綾香・下地奈緒 早稲田大学
5 三好　健太 早稲田大学 5 高村烈司・島田達也 関西大学 5 村瀬 早香 慶應義塾大学 5 大矢希・清水映里 早稲田大学
6 古田　伊蕗 早稲田大学 6 大和田秀俊・望月勇希 中央大学 6 牛島 里咲 筑波大学 6 田中文彩・松田美咲 亜細亜大学
7 逸崎　凱人 慶應義塾大学 7 林大貴・柴野晃輔 関西大学 7 西田 奈生 慶應義塾大学 7 小池颯紀・渡辺はるか 園田学園女子大学
8 高村　佑樹 早稲田大学 8 日野勇人・田村迅 駒澤大学 8 小池 颯紀 園田学園女子大学 8 栗本麻菜・前田友花 関西学院大学
9 坂井　勇仁 早稲田大学 9 吉田有宇哉・福嶋航大 甲南大学 9 金井 綾香 早稲田大学 9 田中千愛・清水梨沙 大阪教育大学
10 太田　悠介 法政大学 10 小見山僚・楠原悠介 法政大学 10 大矢 希 早稲田大学 10 根本咲菜・小松莉奈 東洋学園大学
11 齊藤　聖真 早稲田大学 11 三好健太・岩崎歩 早稲田大学 11 大河 真由 早稲田大学 11 剣持梓・森川菜花 早稲田大学
12 柴野　晃輔 関西大学 12 山尾玲貴・矢多弘樹 関西大学 12 小松 莉奈 東洋学園大学 12 今田愛香・三角ゆりあ 青山学院大学
13 甲斐　直登 慶應義塾大学 13 松本樹・長谷川聡 近畿大学 13 辻 紘子 早稲田大学 13 緑川由紀子・西里夏子 山梨学院大学
14 加藤　隆聖 関西大学 14 杉田曜・池添克哉 明治大学 14 松田 美咲 亜細亜大学 14 木村優布子・田中虹河 園田学園女子大学
15 田中優之介 早稲田大学 15 古賀大貴・安上昴志 早稲田大学 15 向井 マリア 慶應義塾大学 15 宮田みほ・竹本琴乃 明治大学
16 加藤彰馬 亜細亜大学 16 鈴木佑・伊藤隆 日本体育大学 16 江代 純菜 慶應義塾大学 16 牛島里咲・並木友花 筑波大学
17 松本　樹 近畿大学 17 高橋 玲奈 亜細亜大学
18 河野優平 早稲田大学 18 清水 映里 早稲田大学
19 斎藤和哉 中央大学 19 太田 千晶 中京大学
20 森山　颯太 早稲田大学 20 加藤 慧 日本大学
21 岩崎　歩 早稲田大学 21 越野 菜摘 関西大学
22 韓成民 慶應義塾大学 22 沈 静河 関西大学
23 川橋 勇太 筑波大学 23 橘 彩音 関西大学
24 安 田 有 賢 東海学園大学 24 米原 実令 筑波大学
25 小野 和哉 近畿大学 25 高松 千晶 愛知学院大学
26 正林 知大 中央大学 26 丹野 里佳子 神戸親和女子大学
27 畠山 成冴 慶應義塾大学 27 鎌田 琴衣 関西大学
28 林 大貴 関西大学 28 斎藤 佳帆 明治大学
29 島 康介 愛知学院大学 29 岩井 真優 筑波大学
30 長谷川 聡 近畿大学 30 川瀬 瞳 中京大学
31 本玉 圭 慶應義塾大学 31 中 谷 琴 乃 甲南大学
32 本城 和貴 明治大学 32 城 間 安 実 慶應義塾大学

本戦シード選手
男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス


