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２００５　アポロコースト 白子オープ ）ン ｉｎ ウインター２００５．１２．５（MON ～１２．１０（SAT）

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

1 121 60 (1) 道田 光 殿山ＴＧ 道田 光
61 磯辺 孝太 鎌倉シーサイドＴＣ 磯辺 孝太郎

2 　Ｂｙｅ 道田 光
磯辺 孝太郎

3 1810 406 高橋 隼 東海大菅生高校 高橋 隼 62,64
1404 後藤 真歩 東海大菅生高校 後藤 真歩

4 869 411 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ 61,76(4) 道田 光
458 吉岡 俊亮 ＴＥＮＮＩＳ ＣＬＵＢ ＹＯＳＨＩＯＫＡ 磯辺 孝太郎

5 小笠原 智史ルネサンスふじみ野 平田 大輔 10,RET
小室 雅人 ルネサンスふじみ野 石川 聖

6 2670 1266 平田 大輔 日本大学 60,62 湊 邦義
1404 石川 聖 日本大学 千場 大輔

7 　Ｂｙｅ 湊 邦義 61,64
千場 大輔

8 226 湊 邦義 志津ＴＣ  道田 光
226 千場 大輔 志津ＴＣ  磯辺 孝太郎

9 405 205 (4) 高柳 秀和 明治神宮外苑ＴＣ 高柳 秀和 64,60
200 高柳 信和 杉並ＴＣ 高柳 信和

10 　Ｂｙｅ 丹羽 理
穴田 裕介

11 416 416 中村 秀晃 フミヤエース市川ＴＡ 丹羽 理 61,60
森田 純基 千葉日本大学第一高校 穴田 裕介

12 309 309 丹羽 理 亜細亜大学 61,64 丹羽 理
穴田 裕介 亜細亜大学 穴田 裕介

13 小島 直也 千葉商科大学 小島 直也 61,60
櫻井 慶亮 千葉商科大学 櫻井 慶亮

14 2272 1136 畑山 優也 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ ＴＲＡＩＮＩＮＧ 61,61 小島 直也
1136 土肥 弘幸 鷹之台ＴＣ 櫻井 慶亮

15 　Ｂｙｅ 柵瀬 大吾 WO
大内 海

16 76 柵瀬 大吾 荏原ＳＳＣ 道田 光
76 大内 海 エストＴＣ Winner: 磯辺 孝太郎

17 1212 591 中村 康仁 クレールＩＴＳ 中村 康仁 75,63
621 一ノ瀬 英紀フローラＴＳ小岩 一ノ瀬 英紀

18 　Ｂｙｅ 末光 大輔
福田 啓友

19 1476 532 小川 健志 志津ＴＣ 末光 大輔 76(3),63
944 土居 諒太 フミヤエース市川ＴＡ 福田 啓友

20 502 251 末光 大輔 ＣＷＣ柏ＴＳ 64,61 園田 智史
251 福田 啓友 ニッケコルトンＴＧ 下村 徹

21 1427 658 小林 一真 ＴＴＣ 小林 一真 62,62
769 風早 一樹 志津ＴＣ 風早 一樹

22 (WC) 竹浪 康弘 千葉商科大学 63,46,75 園田 智史
鈴木 拓也 千葉商科大学 下村 徹

23 　Ｂｙｅ 園田 智史 01,RET
下村 徹

24 378 120 (3) 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ  園田 智史
258 下村 徹 オールサムズＴＣ  下村 徹

25 2288 711 細谷 亮太 ＴＴＣ 細谷 亮太 63,64
1577 臼井 強 霞ヶ浦高校 臼井 強

26 　Ｂｙｅ 後藤 康信
中嶋 理樹

27 910 910 (WC) 山田 弘道 ＴＯＰインドアステージ 後藤 康信 63,36,62
鈴木 隆介 ＴＯＰインドアステージ 中嶋 理樹

28 1664 807 後藤 康信 千葉商科大学 61,64 向 和彦
857 中嶋 理樹 鷹之台ＴＣ 浅沼 優太

29 618 122 黒田 純一 グリーンテニスプラザ 黒田 純一 64,61
496 野上 流星 テニスステーション新潟 野上 流星

30 　Ｂｙｅ 向 和彦
浅沼 優太

31 　Ｂｙｅ 向 和彦 64,64
浅沼 優太

32 282 106 (2) 向 和彦 アポロコーストＴＣ
176 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ

選手立会人 前澤かおる
(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） 畠山　徹
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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