
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ スプリング ２００７．４．１６（MON）～４．２１（SAT）

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

131 36 (1) 道田 光 殿山ＴＧ  道田 光

95 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 園田 智史

 道田 光
園田 智史

1311 611 糸井 真幸 Ｋｅｎ’ｓ　ＩＴＳ  松永 翔太 62,61

700 衛藤 佑樹 ルネサンス幕張 江積 壮大

松永 翔太 駒澤大学 64,64  林 雄也

江積 壮大 高崎ＴＣ 星村 純平

1739 968 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ  樋渡 賢太 75,61

771 浜田 孝寛 昭和学院秀英高校 浜田 孝寛

698 福田 諒平 上武大学 61,75  林 雄也

698 島崎 貴典 グリーンＴＰ 星村 純平

 林 雄也 63,61
星村 純平

848 484 (7) 林 雄也 法政大学  林 雄也

364 星村 純平 法政大学  星村 純平

380 229 (3) 河野 陽介 ＦＴＣ  河野 陽介 76(6),46,25RET

151 下村 徹 オールサムズＴＣ 下村 徹

 増尾 優太郎
星野 武蔵

1940 1473 畑山 優也 Ｋ-ＴＥＮＮＩＳ ＴＲＡＩＮＩＮＧ  増尾 優太郎 64,57,64

467 松根 達也 フミヤエース市川ＴＡ 星野 武蔵

2454 1227 増尾 優太郎 ＴＴＣ 75,75  小林 一真

1227 星野 武蔵 志津ＴＣ 有松 達矢

1448 528 下村 暢 目黒ＴＣ  柳沼 周平 63,64

920 内藤 友博 柏市テニス協会 井田 晃司

968 968 柳沼 周平 Ｓｉｎｏｎｅ Ｔｅｎｎｉｓ Ｃｏｌｌｅｇｅ 60,60  小林 一真

井田 晃司 日本大学 有松 達矢

 小林 一真 62,63
有松 達矢

615 304 (5) 小林 一真 法政大学  本間 一弥

311 有松 達矢 法政大学 Winner: 新宮 崇広
834 205 (6) 本間 一弥 法政大学  本間 一弥 63,26,63

629 新宮 崇広 法政大学 新宮 崇広

 本間 一弥
新宮 崇広

1473 1473 川又 巧人 ＴＴＣ  川又 巧人 60,62

中根 彰吾 ロイヤルＳＣ ＴＣ 中根 彰吾

2035 691 吉池 將 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 60,75  本間 一弥

1344 小山 陵介 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 新宮 崇広

907 907 丸山 陽輔 上武大学  新田 祐渡 64,64

奥田 良太 上武大学 片岡 貴宏

1252 432 新田 祐渡 駒澤大学 63,62  高西 朋

820 片岡 貴宏 駒澤大学 向 和彦

 高西 朋 46,63,62
向 和彦

419 226 (4) 高西 朋 フリー  本間 一弥

193 向 和彦 アポロコーストＴＣ  新宮 崇広

1230 479 (8) 八角 慧次郎 志津ＴＣ  八角 慧次郎 60,61

751 岩田 拓也 東京学館高等学校 岩田 拓也

 八角 慧次郎
岩田 拓也

480 480 石田 雄一 三友スポーツマネジメント  野口 剛路 61,62

花木 俊介 パインヒルズＴＡ 鈴木 康

2663 1473 野口 剛路 エイムＴＡ 61,75  八角 慧次郎

1190 鈴木 康 アートヒルＴＣ 岩田 拓也

松森 隆裕 ＴＴＣ  松森 隆裕 63,26,64

松森 裕大 ＴＴＣ 松森 裕大

2614 1307 玉田 寛樹 ルネサンス水戸 64,62  向 範

1307 小島 大将 ルネサンス水戸 浅沼 優太

 向 範 60,61
浅沼 優太

302 102 (2) 向 範 アポロコーストＴＣ

200 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ

選手立会人：吉池 將
(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） 小山 陵介
(AL)：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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