
ダブ 本戦男子ダブルス本戦
St. ＪＴＰ シード選手名 所属 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝

1 DA1 14 1 伊藤 竜馬 北日本物産 Page 1(2)1 DA1 14 1 伊藤　竜馬 北日本物産 Page 1(2)
近藤 大生 アイシン精機近藤　大生 アイシン精機

伊藤　竜馬伊
as 近藤　大生

2 DA1 81 # 加藤　乃己 ノア・インドアステージ 62 64
華谷 宗 ド ジ華谷　宗 ノア・インドアステージ

伊藤 竜馬伊藤　竜馬
Umpire 近藤 大生Umpire as 近藤　大生

3 QA NR # 後藤 翔太郎 四日市工業高校 64 643 QA NR # 後藤　翔太郎 四日市工業高校 64 64
中島 佑介 四日市工業高校中島　佑介 四日市工業高校

松尾 友貴松尾　友貴
b 綿貫　裕介綿貫 裕介

4 DA1 69 # 松尾　友貴 ライフ・エヌ・ピー 63 64
綿貫　裕介 ライフ・エヌ・ピー

伊藤 竜伊藤　竜馬
U i 近藤 大生Umpire as 近藤　大生

5 Q北信越 206 # 田村 和也 亜細亜大学 76(3) 67(3) 645 Q北信越 206 # 田村　和也 亜細亜大学 76(3) 67(3) 64
長久保 大樹 亜細亜大学長久保　大樹 亜細亜大学

田村 和也田村　和也
a 長久保 大樹長久保　大樹

6 東北 109 # 井上　貴博 たちかわジュニアテニスアカデミー36 63 60井 貴博
宮崎　靖雄 ライフ・エヌ・ピー

石井　弥起
Umpire bs 関口　周一

7 関西 94 # 佐野 紘 伊予銀行 64 647 関西 94 # 佐野　紘一 伊予銀行 64 64
鈴木 翔太郎 フリ鈴木　翔太郎 フリー

石井 弥起石井　弥起
bs 関口 周一bs 関口　周

8 DA1 47 7 石井 弥起 三菱電機 62 648 DA1 47 7 石井　弥起 三菱電機 62 64
関口　周一 三菱電機関 周

伊藤　竜馬
Umpire as 近藤　大生

小 澤 新 物産9 DA1 25 4 小ノ澤　新 北日本物産 67(5) 62 63
竹内 研人 北日本物産竹内　研人 北日本物産

江原 弘泰江原　弘泰
b 片山 翔b 片山　翔

10 DA1 68 # 江原 弘泰 日清紡ホールディングス 63 6310 DA1 68 # 江原　弘泰 日清紡ホ ルディングス 63 63
片山 翔 早稲田大学片山　翔 早稲田大学

江原 弘泰江原 弘泰
Umpire a 片山　翔p

11 WC NR # 内田　海智 大阪産業大学附属高校 61 64
河内　一真 相生学院高校

内田 海智内田　海智
河内 真a 河内　一真

12 DA1 73 # 植木 竜太郎 伊予銀行 57 76(5) 6112 DA1 73 # 植木　竜太郎 伊予銀行 57 76(5) 61
広瀬 一義 伊予銀行広瀬　 義 伊予銀行

伊藤 潤伊藤　潤
Umpire b 廣田 耕作p 廣 耕作

13 Q中国 1305 # 黄　賢人 関西学院大学 64 26 64
辻田　康太郎 関西学院大学

梶 太秀梶川　太秀
佐地 竜介b 佐地　竜介

14 QA 132 # 梶川 太秀 ＡＪＴＡ 06 64 6414 QA 132 # 梶川　太秀 ＡＪＴＡ 06 64 64
佐地 竜介 コナミスポ ツクラブ佐地　竜介 コナミスポーツクラブ

伊藤 潤伊藤　潤
Umpire b 廣田 耕作Umpire 廣田　耕作

15 WC 307 # 伊藤　潤 早稲田大学 61 63伊藤　潤 早稲 大学 61 63
廣田　耕作 早稲田大学

伊藤　潤 決勝 優勝者

廣a 廣田　耕作 伊藤　竜馬
16 DA1 39 6 畠中 将人 ライフ ヌ ピ 61 36 75 近藤 大生16 DA1 39 6 畠中　将人 ライフ・エヌ・ピー 61 36 75 近藤　大生

宮﨑 雅俊 ライフ エヌ ピ 伊藤 竜馬宮﨑　雅俊 ライフ・エヌ・ピー 伊藤　竜馬

Umpire as 近藤 大生Umpire as 近藤　大生
内山 靖崇 63 75内山 靖崇 63 75
杉田 祐一

期日 大会会場 加藤・華谷(81) 中西伊知郎 川廷尚弘
本戦11月5 13日 有明テニスの森 カ トオフ デ レクタ レフ リ本戦11月5-13日 有明テニスの森 カットオフ ディレクター レフェリー



男子ダブルス本戦男子ダブルス本戦
St ランクシード選手名 所属 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝St. ランクシ ド選手名 所属 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝

17 DA1 26 5 喜多 文明 フリー Page 2(2)17 DA1 26 5 喜多　文明 フリ Page 2(2)
仁木 拓人 エキスパートパワーシズオカ仁木　拓人 エキスパ トパワ シズオカ

喜多 文明喜多　文明
as 仁木　拓人

18 DA1 52 9 竹島　駿朗 日本大学 62 75
森　智広 テニスカレッジやよい台

佐藤 博康佐藤　博康
U i 渡辺 輝史Umpire b 渡辺　輝史

19 DA1 78 # 權 伍喜 イカイ 76(7) 6419 DA1 78 # 權　伍喜 イカイ 76(7) 64
佐藤 文平 橋本総業佐藤　文平 橋本総業

佐藤 博康佐藤　博康
b 渡辺 輝史渡辺　輝史

20 DA1 60 # 佐藤　博康 コンシエスタ 64 64佐藤 博康
渡辺　輝史 専修大学

内山　靖崇
杉 祐Umpire bs 杉田　祐一

21 QA 178 # 井上 悠冴 慶應義塾大学 61 67(1) 6221 QA 178 # 井上　悠冴 慶應義塾大学 61 67(1) 62
長谷川 祐 慶應義塾大学長谷川　祐一 慶應義塾大学

加藤 季温加藤　季温
b 小林 太郎b 小林　太郎

22 QA 137 # 加藤 季温 ＫＩＯＮ 67(5) 63 6422 QA 137 # 加藤　季温 ＫＩＯＮ 67(5) 63 64
小林　太郎 協和発酵キリン小林 太郎

内山　靖崇
Umpire bs 杉田　祐一

吉備 雄也23 QA 134 # 吉備　雄也 トップラン 62 64
篠川 智大 ＪＲ北海道篠川　智大 ＪＲ北海道

内山 靖崇内山　靖崇
bs 杉田 祐一bs 杉田　祐一

24 DA1 24 3 内山 靖崇 北日本物産 64 6224 DA1 24 3 内山　靖崇 北日本物産 64 62
杉田 祐一 三菱電機杉田　祐 菱電機

内山　靖崇内山 靖崇
Umpire as 杉田　祐一

25 DA1 52 8 奥　大賢 日本大学 67(5) 64 61
長尾 克己長尾　克己 上武大学

遠藤 豪遠藤　豪
b 田川 翔太b 田川　翔太

26 関東 174 # 遠藤 豪 早稲田大学 67(3) 63 6426 関東 174 # 遠藤　豪 早稲田大学 67(3) 63 64
田川 翔太 早稲田大学田川　翔太 早稲田大学

遠藤 豪遠藤　豪
Umpire a 田川 翔太p 田川 翔太

27 東海 187 # 笹井　正樹 法政大学 64 62樹
芝田　雅司 リコー

笹井　正樹
芝田 雅司a 芝田　雅司

28 Q北海道 147 # 酒井 祐樹 リコ 61 6428 Q北海道 147 # 酒井　祐樹 リコー 61 64
松永 紀 リコ松永　一紀 リコー

井藤 祐一井藤　祐
Umpire bs 守屋 宏紀Umpire bs 守屋　宏紀

29 QA 83 # 萩森 友寛 伊予銀行 61 64萩森 友寛
坂野　俊 伊予銀行

萩森　友寛
俊a 坂野　俊

30 DA1 55 # 小野田 賢 柳生園TS 64 6330 DA1 55 # 小野田　賢 柳生園TS 64 63
比嘉 明人 テニスユニバ ス比嘉　明人 テニスユニバース

井藤 祐井藤　祐一
Umpire bs 守屋 宏紀Umpire bs 守屋　宏紀

31 DA1 67 # 赤羽 毅朗 TEAM WISE 61 6131 DA1 67 # 赤羽　毅朗 TEAM WISE 61 61
小山　裕史 ＴＴＣ小山　裕史

井藤　祐一
bs 守屋　宏紀

祐32 DA1 20 2 井藤　祐一 ライフ・エヌ・ピー 64 46 60
守屋 宏紀 北日本物産守屋　宏紀 北日本物産

シ ドチ ムシードチーム

伊藤 竜馬 内山 靖崇 喜多 文明 石井 弥起伊藤　竜馬 内山　靖崇 喜多　文明 石井　弥起

近藤 大生 杉田 祐一 仁木 拓人 関口 周一
1 3 5 7
近藤　大生 杉田　祐 仁木　拓人 関口　周

井藤 祐一 小ノ澤 新 畠中 将人 奥 大賢2 4 6 8井藤　祐 小ノ澤　新 畠中　将人 奥　大賢

守屋　宏紀 竹内　研人 宮﨑　雅俊 長尾　克己
2 4 6 8

竹 研 長

期日 大会会場 加藤・華谷(81) 中西伊知郎 川廷尚弘期日 大会会場 加藤 華谷(81) 中西伊知郎 川廷尚弘
本戦11月5-13日 有明テニスの森 カットオフ ディレクター レフェリー本戦11月5 13日 有明テ スの森 カットオフ ディレクタ レフェリ


