
第88回関東オープンテニス選手権大会（男：150万円 /J1‐8、女：100万 / J1‐7）

男子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番

号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

M08723  リコー 喜多 文明 [1]

1 M07043  リコー 酒井 祐樹 喜多 文明 [1]

M14886  青山学院大学 Hernedez Takumi 酒井 祐樹

2 M17758  柳川高校 村上 誠 6-4 6-4 喜多 文明 [1]

M19635  法政大学 中島 佑介  酒井 祐樹

3 M15815  法政大学 大友 優馬 中島 佑介 7-6(6) 1-6 [10-5]

M18079  テニスハウスfun 君島 洋一 大友 優馬  

4 M18077  テニスハウスfun 木内 大輔 6-2 6-1 喜多 文明 [1]

M21185 A テニスハウスfun 佐久間 元気  酒井 祐樹

5 M18947  テニスポテンシャル 長濱 勇太 佐藤 政大 6-0 6-2

M00357 A サトウＧＴＣ 佐藤 政大 村井 淳平  

6 M21908  東京国際大学 村井 淳平 6-4 7-5 佐藤 政大

M19914  亜細亜大学 小林 浩貴  村井 淳平

7 M18913  亜細亜大学 西岡 靖雄 小林 浩貴 6-4 7-6(2)

M18438  テニスハウスfun 田之上 晴樹 [8] 西岡 靖雄  

8 M19410  テニス ハウス fun 白石 拓 7-5 6-3 一藤木 貴大 [3]

M15196  たちかわジュニアテニスアカデミー 一藤木 貴大 [3]  喜多 元明

9 M13957  日本体育大学 喜多 元明 一藤木 貴大 [3] 6-2 6-4

M19906 A ＹＬＴＣ 松本 雄吾 喜多 元明  

10 M17208  ＹＬＴＣ 松野 純也 6-1 6-0 一藤木 貴大 [3]

M19432 A ビックマウンテンテニスクラブ 林 昌幸  喜多 元明

11 M13222  美浜テニスガーデン 栗原 広行 森 勇太 6-1 6-2

M20771 A CTC 森 勇太 難波 英夫  

12 M21901  ABTA 難波 英夫 7-6(4) 6-2 一藤木 貴大 [3]

M18014  リコー 熊谷 宗敏  喜多 元明

13 M11673  リコー 芝田 雅司 大塚 陽平 6-0 6-3

M17859 A 亜細亜大学 大塚 陽平 村田 道隆  

14 M21436  亜細亜大学 村田 道隆 7-5 1-6 [10-7] 大塚 陽平

M50210  エストTC 吾妻 進也  村田 道隆

15 M50215  エストテニスクラブ 望月 創達 小畑 秀敏 [5] 6-1 6-3

M02187  千葉県テニス協会個人会員 小畑 秀敏 [5] 武藤 哲哉  

16 M11710  YMCAテニススクール 武藤 哲哉 w.o. 一藤木 貴大 [3]

M01572  自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 佐藤 博康 [7]  喜多 元明

17 M15047  フリー 綿貫 敬介 仲村 元希 6-2 3-6 [11-9]

M16570  亜細亜大学 仲村 元希 橋本 大貴  

18 M19321  亜細亜大学 橋本 大貴 3-6 6-0 [10-5] 渡邉 将司

M15820 A 慶應義塾大学 渡邉 将司  谷本 真人

19 M20327  慶應義塾大学 谷本 真人 渡邉 将司 6-3 6-2

M09336  サトウグリーンテニスクラブ 杉山 彰 谷本 真人  

20 M15260  サトウグリーンテニスクラブ 森下 裕貴 6-1 5-7 [10-8] 渡邉 将司

M21388  コナミスポーツクラブ本店 佐地 竜介  谷本 真人

21 M10872  AJTA 梶川 太秀 佐地 竜介 7-6(3) 6-2

M18088  テニスユニバース 羽生沢 哲朗 梶川 太秀  

22 M16304  杉田ゴルフ場TC 鈴木 翔 6-2 6-2 坂野 俊 [4]

M21404  スポーツクリエイトにしこくＴＳ 小林 功実  小川 冬樹

23 M21282  フェアリーテニスフォーラム 小泉 渉 坂野 俊 [4] 7-5 6-4

M02313  伊予銀行 坂野 俊 [4] 小川 冬樹  

24 M19295  伊予銀行 小川 冬樹 6-3 6-2 井上 善文

M15966  Ken'sインドアテニススクール千葉 岩本 翔平 [6]  近藤 大基

25 M13898  葉山テニスクラブ 若松 哲哉 金城 充 5-7 6-2 [10-4]

M50208  専修大学 金城 充 金城 光  

26 M16953  千葉殿山TC 金城 光 6-4 6-3 金城 充

M05982 A フリー 大西 有隆  金城 光

27 M21173  シグマスポーツ 相原 宣宏 豊田 聖矢 3-6 6-4 [10-6]

M11704 WC アルドールテニスステージ 豊田 聖矢 風早 一樹  

28 M09442  アルドールテニスステージ 風早 一樹 6-3 6-0 井上 善文

M20804  KS TENNIS TEAM 仲澤 一貴  近藤 大基

29 M16431  東京スポーツ･レクリエーション専門学校 円林 佑介 井上 善文 6-4 7-5

M19654  慶應義塾大学 井上 善文 近藤 大基  

30 M15697  慶應義塾大学 近藤 大基 6-1 6-0 井上 善文

M09368  タウンテニス大泉学園 三好 幸輝  近藤 大基

31 M19085  タウンテニス大泉学園 中村 裕基 広瀬 一義 [2] 2-6 7-6(4) [10-6]

M12150  伊予銀行 広瀬 一義 [2] 飯野 翔太  

32 M16377  伊予銀行 飯野 翔太 6-1 6-2


	男子ダブルス

