
２０１０　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２０１０．６．１９（MON）～６．２６（SAT）

男子ダブルス本戦
Ｓｅｅｄ/Ｓｔ． 名前 所属 1st Round 2nd Round Quarterfinals Semifinals Final

119 100 (1) 小副川 悦朗 日本大学  小副川 悦朗

19 杉本 晃祐 日本大学 杉本 晃祐

 小副川 悦朗
杉本 晃祐

359 359 神谷 涼太 フミヤエ－ス市川ＴＡ  神谷 涼太 62,61

清水 陽一 日本大学 清水 陽一

893 340 竹口 裕人 亜細亜大学 WO  小副川 悦朗

553 風早 一樹 亜細亜大学  杉本 晃祐

244 山田 祐太朗 慶應義塾大学  山田 祐太朗 64,60

244 伊藤 祐樹 法政大学 伊藤 祐樹

長谷川 智史 アポロコーストＴＣ 63,75  山田 祐太朗

太田 晴海 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 伊藤 祐樹

 藤野 誠 57,60,62
坂口 雄大

738 147 (7) 藤野 誠 テニスユニバース  小副川 悦朗

591 坂口 雄大 ユニバーサルＴＡ 杉本 晃祐

323 168 (3) 原田 明広 テニスユニバース  原田 明広 63,75

155 佐藤 友則 テニスユニバース 佐藤 友則

 及川 生来
難波 晧平

千葉 新也 藤沢翔陵高校  及川 生来 63,75

高橋 徳之介 荏原ＳＳＣ 難波 晧平

及川 生来 荏原ＳＳＣ 36,63,62  次山 拳生

難波 晧平 荏原ＳＳＣ  綿貫 友哉

927 524 高梨 祐宏 法政大学  高梨 祐宏 64,75

403 飯田 隆雅 法政大学 飯田 隆雅

752 752 江本 壮之介 亜細亜大学 60,64  次山 拳生

岡村 竜治 亜細亜大学 綿貫 友哉

次山 拳生 東海大学菅生高校  次山 拳生 62,64

綿貫 友哉 東海大学菅生高校 綿貫 友哉

742 167 (8) ヘルナンデス 匠 荏原ＳＳＣ 62,57,61  小副川 悦朗

575 本藤 優 荏原ＳＳＣ Winner: 杉本 晃祐
392 160 (5) 土居 諒太 亜細亜大学  土居 諒太 10RET

232 池田 将太 ＶＯＸ．ＴＣ 池田 将太

 土居 諒太
池田 将太

1860 970 関谷 颯汰 荏原ＳＳＣ  鈴木 大介 63,64

890 鈴木 尚之 荏原ＳＳＣ 近藤 大基

346 鈴木 大介 東海大学菅生高校 61,62  土居 諒太

346 近藤 大基 荏原ＳＳＣ  池田 将太

826 722 小林 一真 法政大学  小林 一真 64,36,76(3)

104 栗山 大輔 法政大学 栗山 大輔

859 454 賀川 雄太 亜細亜大学 60,64  小林 一真

405 新津 勇人 亜細亜大学 栗山 大輔

 鈴木 優 62,61
栗原 和哉

356 202 (4) 鈴木 優 ルネサンス天王町  土居 諒太

154 栗原 和哉 ルネサンス天王町 池田 将太

610 126 (6) 鐘ヶ江 恵介 庭球工房  鐘ヶ江 恵介 75,62

484 若松 哲哉 葉山ＴＣ 若松 哲哉

 八角 慧次郎
樋渡 賢太

556 556 入谷 涼太 ＭＩＴＣ  八角 慧次郎 63,46,62

長濱 勇太 日本工学院八王子専門学校 樋渡 賢太

1173 140 八角 慧次郎 上武大学 63,63  八角 慧次郎

1033 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ  樋渡 賢太

783 483 伊藤 廉 日本工学院八王子専門学校  佐野 洋佑 61,46,76(4)

300 田之上 晴樹 日本工学院八王子専門学校 野原 鴻

1148 498 佐野 洋佑 荏原ＳＳＣ 61,61  佐野 洋佑

650 野原 鴻 専修大学 野原 鴻

 愛甲 良太 64,62
今井 謙太郎

208 96 (2) 愛甲 良太 西武ドームテニスコート

112 今井 謙太郎 ㈱ワコーテニス

選手立会人：神谷 涼太
(1)～(8)：シード順位 　　　　　(WC)：ワイルドカード(主催者推薦）選手

(Q)：予選勝者 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ） 近藤 大基
(A)：補欠（ｱﾙﾀﾈｲﾄ）

WO：対戦相手の欠場による不戦勝 　　　　　RET：相手プレイヤーの途中棄権 レフェリー： 有坂 正
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