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男子ダブルス二次予選 DRAW
St Name SF Final

1 Block-1 萬福 健太郎 法政大学
藪巧光 法政大学 萬福 健太郎 / 藪巧光

2 中村天之丞 筑波大学 67(3) 64 119 WINNER
廣田大輝 筑波大学 梶泰悟 / 萱野靖晃

3 小林宰 東海大学 62 64  
古谷和真 東海大学 梶泰悟 / 萱野靖晃

4 梶泰悟 早稲田大学 46 75 107 

萱野靖晃 早稲田大学

5 Block-2 杉田曜 明治大学    
市川雄大 明治大学 大和田秀俊 / 望月勇希

6 大和田秀俊 中央大学 63 46 108 WINNER

望月勇希 中央大学
7 松尾康平 東海大学    

水渕功誠 東海大学 高畠寛 / 上島郁巳

8 高畠寛 立教大学 76(4) 64  

上島郁巳 立教大学

9 Block-3 熱田友幸 東洋学園大学    

神田留尉 東洋学園大学 熱田友幸 / 神田留尉

10 甲賀光 立教大学 76(2) 60  WINNER
恒松海 立教大学 熱田友幸 / 神田留尉

11 倉持裕樹 東京大学 62 64  
原耕介 東京大学 宮本航輔 / 江崎一希

12 宮本航輔 日本体育大学 36 61 108 

江崎一希 日本体育大学

13 Block-4 坂本光 青山学院大学    
徳本翔 青山学院大学 倉橋泰良 / 黒川琢馬

14 倉橋泰良 横浜市立大学 75 76(3)  WINNER

黒川琢馬 神奈川大学 高野剛実 / 野村耀一

15 鈴木佑 日本体育大学 63 62  
伊藤隆 日本体育大学 高野剛実 / 野村耀一

16 高野剛実 成蹊大学 67 75 63 

野村耀一 成蹊大学

17 Block-5 川橋勇太 筑波大学    

高橋颯 筑波大学 川橋勇太 / 高橋颯

18 坂本徹 亜細亜大学 64 64  WINNER
嶋田瑛介 亜細亜大学 古賀大貴 / 安上昂志

19 代慶真 東京大学 62 57 105 
鎌田淳平 明治学院大学 古賀大貴 / 安上昂志

20 古賀大貴 早稲田大学 76(6) 63  

安上昂志 早稲田大学

21 Block-6 戸松昌伸 日本体育大学    
岩崎太一 日本体育大学 伊東和輝 / 宮武響大

22 伊東和輝 東海大学 76(4) 76(2)  WINNER

宮武響大 東海大学 伊東和輝 / 宮武響大

23 玉腰敬大 上武大学 62 60  
長尾眞世 上武大学 玉腰敬大 / 長尾眞世

24 佐藤光希 専修大学 36 64 103 

矢部馨 専修大学

25 Block-7 山崎瑛二 慶應義塾大学    

本玉圭 慶應義塾大学 神房成仁 / 井沼太一

26 神房成仁 日本大学 62 67(1) 107 WINNER

井沼太一 日本大学 丹波谷克志 / 佐藤祥次

27 伊藤陸 亜細亜大学 63 60  
児玉大輝 亜細亜大学 丹波谷克志 / 佐藤祥次

28 丹波谷克志 早稲田大学 63 36 119 

佐藤祥次 早稲田大学

29 Block-8 中井雄也 明治大学    
安増篤史 明治大学 中井雄也 / 安増篤史

30 古越諒 東洋学園大学 61 46 1210 WINNER
岩瀬一輝 東洋学園大学 中井雄也 / 安増篤史

31 前道隆位 独協大学 75 64  
新井駿太郎 独協大学 前道隆位 / 新井駿太郎

32 草間智史 日本大学 26 64 107    

堀峻輔 日本大学
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33 Block-9 豊泉淳也 中央大学
斎藤和哉 中央大学 竹内聡有 / 小桧山駿

34 竹内聡有 日本大学 76(3) 64  WINNER

小桧山駿 日本大学 竹内聡有 / 小桧山駿

35 川口凌平 横浜国立大学 61 46 107 
大西圭介 横浜国立大学 永井祐樹 / 藤井俊吾

36 永井祐樹 法政大学 63 36 106 

藤井俊吾 法政大学

37 Block-10 佐藤一輝 青山学院大学    
遠藤奨矢 青山学院大学 日野勇人 / 田村迅

38 日野勇人 駒沢大学 64 62  WINNER

田村迅 駒沢大学 仁井田直也 / 松本太一

39 大山弘太 早稲田大学 64 63 106 
新谷悠馬 早稲田大学 仁井田直也 / 松本太一

40 仁井田直也 日本大学 63 63  

松本太一 日本大学

41 Block-11 玉城翔平 中央大学    

杉山和誠 中央大学 鈴木宏次朗 / 青山椎名

42 鈴木宏次朗 東京学芸大学 75 46 108 WINNER

青山椎名 東京学芸大学 中村彰宏 / 池添克哉

43 目黒友哉 東洋学園大学 62 64  
市瀬知輝 東洋学園大学 中村彰宏 / 池添克哉

44 中村彰宏 明治大学 63 61  

池添克哉 明治大学

45 Block-12 笠原翔 上武大学    
藤島航 上武大学 野田拓実 / 松村一太朗

46 野田拓実 東京大学 64 76(3)  WINNER

松村一太朗 東京大学 小林紀輝 / 松本貫太朗

47 原江駿 日本体育大学 61 62  
村井凌 日本体育大学 小林紀輝 / 松本貫太朗

48 小林紀輝 早稲田大学 63 67(6) 106 

松本貫太朗 早稲田大学

49 Block-13 津島巧 駒沢大学    

鄭直喜 駒沢大学 津島巧 / 鄭直喜

50 上原悠希 明治大学 75 75  WINNER
李承? 明治大学 大谷拓矢 / 中嶌航生

51 吉濱享一 日本大学 63 62  
加藤駿汰 日本大学 大谷拓矢 / 中嶌航生

52 大谷拓矢 青山学院大学 64 63  

中嶌航生 青山学院大学

53 Block-14 菱田亘槻 中央大学    
田中 凛 中央大学 菱田亘槻 / 田中 凛

54 山本草太 駒沢大学 64 63  WINNER
永吉康平 駒沢大学 石口雅人 / 布目開士

55 秋山直哉 専修大学 63 26 119 
仲佑紀 専修大学 石口雅人 / 布目開士

56 石口雅人 青山学院大学 64 76(4)  

布目開士 青山学院大学

57 Block-15 竹下直隆 東京国際大学    

保科慶 東京国際大学 西野目敏貴 / 小峰良太

58 西野目敏貴 中央大学 76 63  WINNER

小峰良太 中央大学 増田啓孝 / 森山颯太

59 増田啓孝 早稲田大学 76(2) 76(3)  
森山颯太 早稲田大学 増田啓孝 / 森山颯太

60 尾形拳 駒沢大学 62 57 103 

有吉宏洋 駒沢大学

61 Block-16 橋本祐典 明治大学    
西川俊洋 明治大学 橋本祐典 / 西川俊洋

62 梅岡優大 亜細亜大学 60 61  WINNER
岡庸輔 亜細亜大学 宇佐美皓一 / 正林知大

63 関根健 専修大学 63 75  
種市竜也 専修大学 宇佐美皓一 / 正林知大

64 宇佐美皓一 中央大学 36 62 103 

正林知大 中央大学


