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

1 1 藪巧光 法政大学

岡垣光祐 法政大学 藪巧光 / 岡垣光祐

2 町田晴 明治大学 60 46 10-8 

市川雄大 明治大学 藪巧光 / 岡垣光祐

3 川島颯 慶應義塾大学 63 06 10-7 

小清水拓生 慶應義塾大学 田形諒平 / 石榑元晴

4 田形諒平 筑波大学 64 36 10-8 

石榑元晴 筑波大学 藪巧光 / 岡垣光祐

5 大野文也 法政大学 61 64  

中川舜祐 法政大学 渡邉康二 / 佐藤悠樹

6 渡邉康二 駒沢大学 61 76(5)  

佐藤悠樹 駒沢大学 渡邉康二 / 佐藤悠樹

7 伊藤隆 日本体育大学 60 16 10-8 

上園祥平 日本体育大学 橋川泰典 / 坂野唯

8 5～8 橋川泰典 日本大学 64 62  

坂野唯 日本大学 加藤彰馬 / 高見澤岳飛

9 3～4 川橋勇太 筑波大学 64 46 10-6 

加藤拓巳 筑波大学 川橋勇太 / 加藤拓巳

10 蓮見亮登 明治大学 76(3) 63  

森大地 明治大学 加藤彰馬 / 高見澤岳飛

11 加藤彰馬 亜細亜大学 62 63  

高見澤岳飛 亜細亜大学 加藤彰馬 / 高見澤岳飛

12 萩野颯太 青山学院大学 63 62  

浪瀬聡太 青山学院大学 加藤彰馬 / 高見澤岳飛

13 小峰良太 中央大学 61 61  

杉山和誠 中央大学 小峰良太 / 杉山和誠

14 野田樹力 日本大学 63 46 1210 

中村悠人 日本大学 黒澤陸人 / 平林輝

15 黒澤陸人 駒沢大学 62 57 10-5 

平林輝 駒沢大学 黒澤陸人 / 平林輝

16 5～8 藤井俊吾 法政大学 76(2) 16 10-8 

賀川稜太 法政大学 佐々木健吾 / 成耀韓

17 5～8 楠原悠介 法政大学 46 64 10-7 

柚木武 法政大学 楠原悠介 / 柚木武

18 保坂駿太 立教大学 64 63  

在原迅人 立教大学 楠原悠介 / 柚木武

19 安上昂志 早稲田大学 57 62 10-6 

樋口廣太郎 早稲田大学 安上昂志 / 樋口廣太郎

20 小坂竜大 明治大学 67(5) 75 10-4 

北岡志之 明治大学 楠原悠介 / 柚木武

21 木元風哉 早稲田大学 63 64  

丹下将太 早稲田大学 木元風哉 / 丹下将太

22 古賀大貴 早稲田大学 62 76(5)  

渡部将伍 早稲田大学 木元風哉 / 丹下将太

23 堀内竜輔 亜細亜大学 46 63 10-5 

吉田慎 亜細亜大学 日野勇人 / 田村迅

24 3～4 日野勇人 駒沢大学 62 76(4)  

田村迅 駒沢大学 佐々木健吾 / 成耀韓

25 5～8 佐々木健吾 慶應義塾大学    W.O.

成耀韓 慶應義塾大学 佐々木健吾 / 成耀韓

26 小桧山駿 日本大学 63 61  

井沼太一 日本大学 佐々木健吾 / 成耀韓

27 坂本光 青山学院大学 62 64  

大谷拓矢 青山学院大学 坂本光 / 大谷拓矢

28 佐藤祥次 早稲田大学 63 75  

本多映好 早稲田大学 佐々木健吾 / 成耀韓

29 金子拓矢 立教大学 62 67(3) 11-9 

早野啓吾 立教大学 上野浩太郎 / 西崎健太

30 上野浩太郎 立教大学 10   RET

西崎健太 立教大学 合戸廉太朗 / 藤永啓人

31 合戸廉太朗 明治大学 64 63  

藤永啓人 明治大学 合戸廉太朗 / 藤永啓人

32 2 田中優之介 早稲田大学 62 64  

白石光 早稲田大学


