
２００６　アポロコースト 白子オープン ｉｎ ウインター ２００６．１２．４（MON）～１２．９（SAT）

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

132 30 (1) 杉本 晃祐 長尾谷高校  杉本 晃祐

102 長尾 克己 長尾谷高校 長尾 克己

牛山 達二 東京消防庁 63,64  杉本 晃祐

柴田 宗佑 東京消防庁 長尾 克己

1217 760 尾崎 陽 緑ＴＧ  藤澤 宏行 62,61

457 根本 修宏 ヤナギ 岩月 猛泰

382 212 藤澤 宏行 日本大学 61,62  杉本 晃祐

170 岩月 猛泰 日本大学  長尾 克己

214 214 竹下 直輝 日本大学  中嶋 理樹 63,63

佐藤 隆一 ㈱佐藤製作所 下村 徹

552 374 中嶋 理樹 オールサムズＴＣ 63,60  中嶋 理樹

178 下村 徹 オールサムズＴＣ 下村 徹

1278 887 八角 慧次郎 志津ＴＣ  河合 陽太 76(4),63

391 後藤 康信 オールサムズＴＣ 山口 雄大

236 131 (5) 河合 陽太 国立インドアテニススポット 67(1),63,64  杉本 晃祐

105 山口 雄大 三友スポーツマネージメント 長尾 克己

221 104 (4) 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ  園田 智史 61,61

117 宮下 誠史 富士ＴＣ 宮下 誠史

837 375 飯田 浩幹 日本大学 61,61  園田 智史

462 溝内 洋 日本大学 宮下 誠史

1502 181 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ  浅沼 優太 62,60

1321 片岡 貴宏 駒澤大学 片岡 貴宏

1052 526 大河 智明 テニスステージ大和 61,62  久松 亮太

526 萱森 正樹 横浜スポーツマンクラブ  西尾 隆信

1425 448 高橋 隼 亜細亜大学  高橋 隼 62,26,76(8)

977 橋爪 泰樹 亜細亜大学 橋爪 泰樹

479 (WC) 河野 陽介 アキモトＴＡ 64,61  久松 亮太

479 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 西尾 隆信

720 469 (AL) 久松 亮太 ㈱バリュー・フロンティア  久松 亮太 75,64

251 西尾 隆信 テニスｔｅａｍ２４０ 西尾 隆信

242 121 (6) 秋山 裕 横浜テニスカレッジ 62,62  杉本 晃祐
121 大橋 明 横浜テニスカレッジ Winner: 長尾 克己

259 168 (7) 今出川 隆史 上武大学  今出川 隆史 63,62
91 奥 大賢 長尾谷高校 奥 大賢

520 259 塚田 圭介 メガロス草加 61,60  今出川 隆史

261 柳沼 遼介 Ｓｉｎｏｎｅ Ｔｅｎｎｉｓ Ｃｏｌｌｅｇｅ 奥 大賢

2521 1186 本宮 知之 日本大学  本宮 知之 60,61

1335 竹浪 康弘 千葉商科大学 竹浪 康弘

長嶋 秀和 テニスプロジェクト WO  今出川 隆史

山口 徹也 志津ＴＣ  奥 大賢

1093 1093 小出 侑門 亜細亜大学  小出 侑門 75,63

五藤 恭平 亜細亜大学 五藤 恭平

1409 620 大田 祐也 亜細亜大学 63,64  小出 侑門

789 今村 謙吾 亜細亜大学 五藤 恭平

1196 1196 (WC) 山田 弘道 ＴＯＰインドアステージ  清水 雄一 63,76(3)

外山 伊織 東海大学付属浦安高校 高橋 洋昌

202 86 (3) 清水 雄一 赤城アカデミー 63,26,64  今出川 隆史

116 高橋 洋昌 湘南ＩＴＣ 奥 大賢

305 154 (8) 高柳 秀和 明治神宮外苑ＴＣ  篠川 智大 63,76(2)

151 高柳 信和 杉並ＴＣ 風早 一樹

387 36 篠川 智大 長尾谷高校 60,60  篠川 智大

351 風早 一樹 志津ＴＣ 風早 一樹

車田 暁 千葉大学  月村 隼人 75,63

斎藤 隆史 千葉大学 土居 諒太

2048 1120 月村 隼人 大阪ＴＡ 60,63  篠川 智大

928 土居 諒太 フミヤエース市川ＴＡ  風早 一樹

1436 762 井上 泰正 福島けんしん  細谷 亮太 75,64

674 香西 保宏 上武大学 小林 一真

538 227 細谷 亮太 ＴＴＣ 62,62  野上 流星

311 小林 一真 ＴＴＣ 野口 正裕

2422 843 和田 健太郎 慶応義塾大学  野上 流星 64,62

1579 渡辺 哲平 慶応義塾大学 野口 正裕

194 94 (2) 野上 流星 新潟ジャンボＩＴＳ 60,61

100 野口 正裕 成城ＪＴＡ

選手立会人：月村 隼人
(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 　　　　　(AL)：補欠（アルタネイト） 浅沼 優太
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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