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

1 LL 1 81 萬福 健太郎 法政大学

73 藪巧光 法政大学 萬福 健太郎 / 藪巧光

2 小林紀輝 早稲田大学 16 61 10-8 

松本貫太朗 早稲田大学 萬福 健太郎 / 藪巧光

3 中井雄也 明治大学 64 63  

安増篤史 明治大学 杉澤克 / 柴田優貴

4 杉澤克 日本大学 75 63  

柴田優貴 日本大学 永田和輝 / 峰岸晃希

5 熱田友幸 東洋学園大学 64 61  

神田留尉 東洋学園大学 高野剛実 / 野村耀一

6 高野剛実 成蹊大学 64 46 10-8 

野村耀一 成蹊大学 永田和輝 / 峰岸晃希

7 WC 三島大祐 四日市大学 64 67  

周藤公貴 東海学園大学 永田和輝 / 峰岸晃希

8 6 永田和輝 専修大学 67(6) 63 10-5 

峰岸晃希 専修大学 橋本大貴 / 恒松拓未

9 3 橋本大貴 亜細亜大学 64 61  

恒松拓未 亜細亜大学 橋本大貴 / 恒松拓未

10 古田伊蕗 早稲田大学 64 62  

町田亮 早稲田大学 橋本大貴 / 恒松拓未

11 古賀大貴 早稲田大学 64 64  

安上昂志 早稲田大学 古賀大貴 / 安上昂志

12 山西大 専修大学 64 76(4)  

奈良部駿 専修大学 橋本大貴 / 恒松拓未

13 中村進之介 慶應義塾大学 76(5) 76(6)  

甲斐直登 慶應義塾大学 中村進之介 / 甲斐直登

14 仁井田直也 日本大学 63 63  

松本太一 日本大学 中村進之介 / 甲斐直登

15 伊東和輝 東海大学 76(4) 60  

宮武響大 東海大学 田鍋佑輔 / 本城和貴

16 8 田鍋佑輔 明治大学 64 76(4)  

本城和貴 明治大学 韓成民 / 福田真大

17 5 太田悠介 法政大学 64 63  

楠原悠介 法政大学 太田悠介 / 楠原悠介

18 大和田秀俊 中央大学 62 64  

望月勇希 中央大学 太田悠介 / 楠原悠介

19 竹内聡有 日本大学 62 64  

小桧山駿 日本大学 増田啓孝 / 森山颯太

20 増田啓孝 早稲田大学 36 63 10-4 

森山颯太 早稲田大学 韓成民 / 福田真大

21 丹波谷克志 早稲田大学 63 64  

佐藤祥次 早稲田大学 丹波谷克志 / 佐藤祥次

22 大谷拓矢 青山学院大学 76(4) 64  

中嶌航生 青山学院大学 韓成民 / 福田真大

23 梶泰悟 早稲田大学 61 63  

萱野靖晃 早稲田大学 韓成民 / 福田真大

24 4 韓成民 慶應義塾大学 16 64 10-3 

福田真大 慶應義塾大学 韓成民 / 福田真大

25 7 堀切啓貴 日本大学 75 61  

白井裕都 日本大学 児玉優太郎 / 木野翔

26 児玉優太郎 東海大学 67(5) 61 10-5 

木野翔 東海大学 児玉優太郎 / 木野翔

27 中村彰宏 明治大学 63 63  

池添克哉 明治大学 中村彰宏 / 池添克哉

28 石口雅人 青山学院大学 64 61  

布目開士 青山学院大学 松田広人 / 服部未蘭

29 宇佐美皓一 中央大学 46 75 10-7 

正林知大 中央大学 宇佐美皓一 / 正林知大

30 ?坂裕也 明治大学 61 46 10-7 

合戸廉太朗 明治大学 松田広人 / 服部未蘭

31 小林雄太 法政大学 63 36 10-8 

小谷野佑太 法政大学 松田広人 / 服部未蘭

32 2 松田広人 青山学院大学 76(1) 60  

服部未蘭 青山学院大学


