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男子ダブルス本戦 DRAW
St Seed Rank name 1R 2R QF SF F

1 1 野田樹力 日本大学

坂野唯 日本大学 野田樹力 / 坂野唯

2 徳永慶伍 東海大学 46 63 104 

長谷川亮 東海大学 野田樹力 / 坂野唯

3 上野浩太郎 立教大学 64 61  

西崎健太 立教大学 河野翔 / 天崎荘汰

4 河野翔 日本大学 63 62  

天崎荘汰 日本大学 浪瀬聡太 / 萩野颯太

5 浪瀬聡太 青山学院大学 16 61 107 

萩野颯太 青山学院大学 浪瀬聡太 / 萩野颯太

6 内藤琳央 東京国際大学 63 64  

相原一樹 東京国際大学 浪瀬聡太 / 萩野颯太

7 田中隆輔 慶應義塾大学 26 64 107 

白藤成 慶應義塾大学 権太圭吾 / 小清水拓生

8 5～8 権太圭吾 慶應義塾大学 75 63  

小清水拓生 慶應義塾大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

9 3～4 蓮見亮登 明治大学 41   RET

小坂竜大 明治大学 蓮見亮登 / 小坂竜大

10 山口雄矢 中京大学 63 63  

田中秀明 中京大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

11 田形諒平 筑波大学 64 64  

弘光慎太郎 筑波大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

12 保坂駿太 立教大学 64 64  

在原迅人 立教大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

13 平林輝 駒沢大学 76(4) 64  

吉田?介 駒沢大学 平林輝 / 吉田?介

14 清水盾伎 中央大学 63 63  

井上隆也 中央大学 平林輝 / 吉田?介

15 佐藤悠樹 駒沢大学 63 76(5)  

中山樹 駒沢大学 村田雄飛 / 中川舜祐

16 5～8 村田雄飛 法政大学 57 76(4) 105 

中川舜祐 法政大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

17 5～8 畠山尚 早稲田大学 62 64  

増田健吾 早稲田大学 畠山尚 / 増田健吾

18 大石卓和 日本大学 62 46 106 

二村賢人 日本大学 畠山尚 / 増田健吾

19 片山樹 筑波大学 64 62  

石榑元晴 筑波大学 石橋成依 / 八郷克

20 石橋成依 駒沢大学 06 63 1311 

八郷克 駒沢大学 畠山尚 / 増田健吾

21 樋口廣太郎 早稲田大学 62 63  

渡部将伍 早稲田大学 高橋和宏 / 高島嶺

22 高橋和宏 専修大学 57 64 119 

高島嶺 専修大学 高橋和宏 / 高島嶺

23 菅谷拓郎 慶應義塾大学 76(6) 57 106 

小路博隆 慶應義塾大学 藤永啓人 / 北岡志之

24 3～4 藤永啓人 明治大学 57 62 107 

北岡志之 明治大学 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

25 5～8 本多映好 早稲田大学 64 64  

藤井颯太 早稲田大学 本多映好 / 藤井颯太

26 福田和雅 日本大学 60 64  

伊達佳佑 日本大学 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

27 熊坂拓哉 亜細亜大学 62 57 107 

堀内竜輔 亜細亜大学 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

28 岡村拓人 中央大学 64 64  

星木昇 中央大学 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

29 矢島淳揮 法政大学 64 63  

大野文也 法政大学 矢島淳揮 / 大野文也

30 吉井雅 青山学院大学 62 67(6) 105 

池田笑生 青山学院大学 森大地 / 宮永竜聖

31 森大地 明治大学 60 62  

宮永竜聖 明治大学 森大地 / 宮永竜聖

32 2 田中瑛士 明治大学 76(4) 76(5)  

町田晴 明治大学


