
第91回関東オープンテニス選手権大会(男子:150万円/J1-8,女子:100万円/J1-7)

男子ダブルス-予選

選手登録番号 St. 所属団体 Finals 予選勝者

M19150  東洋学園大学 熱田 友幸 [1]

1 M50171  東洋学園大学 神田 留尉 熱田 友幸 [1]

    神田 留尉 Q1
2    Bye  

M21257  

狛江インドアテニススクー
ル 半田 拓也 [2]  

3 M18947  テニスポテンシャル 長濱 勇太 半田 拓也 [2]

    長濱 勇太 Q2
4    Bye  

M51562  スポーツクリエイト 小副川 隆章 [3]  

5 M16513  スポーツクリエイト 藤井 健次郎 小副川 隆章 [3]

    藤井 健次郎 Q3
6    Bye  

M51072  日本体育大学 岩崎 太一 [4]  

7 M21573  日本体育大学 板倉 良太朗 岩崎 太一 [4]

M20702  東海大学 竹内 健人 板倉 良太朗 Q4

8 M51518  荏原湘南スポーツセンター 竹内 士瑛伊 6-2 6-4

M52062  京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 大石 卓和 [5]  

9 M21029  TEAM YONEZAWA 野田 樹力 大石 卓和 [5]

M51828  フェローズ 三浦 朋 野田 樹力 Q5
10 M50928  フェローズ 花輪 憲伺 6-2 6-4

M21185  Tennis House fun 佐久間 元気 [6]  

11 M20859  テニスユニバース 大森 崇久 Long Matt

M53025  ACE International Long Matt 古谷 拓 Q6
12 M21092  あいTC 古谷 拓 3-6 Ret.

M09336  

サトウグリーンテニスクラ
ブ 杉山 彰  

13 M15260  

サトウグリーンテニスクラ
ブ 森下 裕貴 柚木 武

M52516  法政大学 柚木 武 楠原 悠介 Q7
14 M50154  法政大学 楠原 悠介 6-1 6-2

M52655  共栄大学 森下 功貴  

15 M52973  共栄大学 海老原 拓斗 伊藤 澪央

M14884  京王赤城アカデミー 伊藤 澪央 福島 晴 Q8
16 M50219  京王赤城アカデミー 福島 晴 6-3 6-0
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M11829  伊予銀行 佐野 紘一 [1]

1 M16377  伊予銀行 飯野 翔太 佐野 紘一 [1]

M18089  トマトクラブ 金子 涼介 飯野 翔太

2 M50999  テニス ハウス fun 雨宮 慎 6-1 6-1 佐野 紘一 [1]

M18079  テニスハウスfun 君島 洋一  飯野 翔太

3 M18077  テニスハウスfun 木内 大輔 熱田 友幸 6-3 6-2

M19150 Q 東洋学園大学 熱田 友幸 神田 留尉  

4 M50171  東洋学園大学 神田 留尉 6-4 6-1 佐野 紘一 [1]

M14884 Q 京王赤城アカデミー 伊藤 澪央  飯野 翔太

5 M50219  京王赤城アカデミー 福島 晴 伊藤 澪央 5-7 6-4 [10-7]

M20848  スポーツクリエイト 原田 祐樹 福島 晴  

6 M18793  東京JTTC 國吉 大輝 6-3 7-6(4) 井上 貴博

M10455  テニス ハウス fun 井上 貴博  田村 和也

7 M20943  tennis365.net 田村 和也 井上 貴博 6-4 6-2

M10291  福井県体育協会 ロンギ 正幸 [5] 田村 和也  

8 M10901  橋本総業ホールディングス 松尾 友貴 7-6(7) 4-6 [10-7] 佐野 紘一 [1]

M15051  ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 濱中 重宏 [3]  飯野 翔太

9 M16953  アスリードＴＡ 金城 光 濱中 重宏 [3] 7-5 4-6 [10-7]

M53045 WC エストTC 望月 拓馬 金城 光  

10 M21398  慶應義塾大学 権太 圭吾 6-3 6-1 濱中 重宏 [3]

M51562 Q スポーツクリエイト 小副川 隆章  金城 光

11 M16513  スポーツクリエイト 藤井 健次郎 小副川 隆章 6-1 6-4

M53025 Q ACE International Long Matt 藤井 健次郎  

12 M21092  あいTC 古谷 拓 w.o. 濱中 重宏 [3]

M20526  HOS小阪テニスクラブ 大西 賢人  金城 光

13 M17733  テニスハウスfun 福岡 勇成 佐藤 政大 7-5 3-6 [11-9]

M00357  日本商業開発 佐藤 政大 玉腰 敬大  

14 M51289  サトウグリーンテニスクラブ 玉腰 敬大 6-3 6-1 岩崎 太一

M51072 Q 日本体育大学 岩崎 太一  板倉 良太朗

15 M21573  日本体育大学 板倉 良太朗 岩崎 太一 7-6(3) 6-4

M00324  プロ・フリー 久松 亮太 [6] 板倉 良太朗  

16 M13331  テニスハウスfun 田中 謙伍 6-3 4-6 [10-6] 畠山 成冴 [8]

M14863  ケイエスシー 矢野 洋 [7]  逸﨑 凱人

17 M19939  美浜テニスガーデン 石川 智浩 徳本 翔 6-4 4-6 [10-4]

M21301  青山学院大学 徳本 翔 正林 知大  

18 M21149  中央大学 正林 知大 6-3 6-1 徳本 翔

M15966 WC Ken'sインドアテニススクール千葉 岩本 翔平  正林 知大

19 M52951  福島工業 西岡 友之 岩本 翔平 6-2 6-0

M53008 WC 高崎テニスクラブ 堤 圭一 西岡 友之  

20 M51290  ※その他 飯塚 海斗 6-2 6-2 徳本 翔

M15915  テニスユニバース 榊原 健一  正林 知大

21 M20132  テニス ハウス fun 石川 頌季 榊原 健一 6-3 6-3

M21257 Q 狛江インドアテニススクール 半田 拓也 石川 頌季  

22 M18947  テニスポテンシャル 長濱 勇太 6-2 6-0 芝田 雅司 [4]

M21640  亜細亜大学 工藤 颯人  金城 充

23 M51644  亜細亜大学 高見沢 岳飛 芝田 雅司 [4] 6-3 6-1

M11673  リコー 芝田 雅司 [4] 金城 充  

24 M50208  新松戸山喜 金城 充 6-3 6-4 畠山 成冴 [8]

M21385  慶應義塾大学 畠山 成冴 [8]  逸﨑 凱人

25 M21953  慶應義塾大学 逸﨑 凱人 畠山 成冴 [8] 6-3 6-7(7) [10-7]

M19194  三友スポーツマネジメント 尾山 翼 逸﨑 凱人  

26 M19675  リビエラ逗子マリーナTS 松岡 晃平 6-1 6-2 畠山 成冴 [8]

M52062 Q 京王赤城ｱｶﾃﾞﾐｰ 大石 卓和  逸﨑 凱人

27 M21029  TEAM YONEZAWA 野田 樹力 大石 卓和 6-1 6-4

M20118  TOP・TENNIS 海野 慎吾 野田 樹力  

28 M18534  ジョイナステニスアカデミー 飯田 裕久 6-1 6-2 畠山 成冴 [8]

M52516 Q 法政大学 柚木 武  逸﨑 凱人

29 M50154  法政大学 楠原 悠介 柚木 武 7-5 6-7(5) [10-6]

M14284  伊予銀行 中島 啓 楠原 悠介  

30 M19574  伊予銀行 弓立 祐生 6-1 6-3 柚木 武

M22580  プロ・フリー 中西 聖也  楠原 悠介

31 M19024  自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 細谷 元基 今村 昌倫 [2] 6-3 6-4

M20062  慶應義塾大学 今村 昌倫 [2] 福田 真大  

32 M51905  慶應義塾大学 福田 真大 6-2 6-3
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