
２００７　アポロコースト 白子オープン ｉｎ サマー ２００７．６．２５（MON）～６．３０（SAT）

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

75 32 (1) 末田 英 協和発酵工業株式会社 末田 英
43 八木 宏和 リコー 八木 宏和

1142 692 篠崎 仁志 アポロコーストＴＣ 63,61 末田 英
450 月村 隼人 大阪ＴＡ 八木 宏和

745 337 風早 一樹 亜細亜大学 風早 一樹 75,75
408 高橋 隼 亜細亜大学 高橋 隼

1837 838 増尾 優太郎ＴＴＣ 62,62 末田 英
999 畑山 優也 Ｋ－ＴＥＮＮＩＳ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 八木 宏和

797 200 浅沼 優太 アポロコーストＴＣ 浅沼 優太 63,75
597 片岡 貴宏 駒澤大学 片岡 貴宏

1372 1372 鳥屋 智大 筑波大学 36,64,76(6) 高橋 和也
服部 将大 中央大学 谷 康平

109 高橋 和也 法政大学 高橋 和也 60,60
109 谷 康平 法政大学 谷 康平

634 267 (8) 小林 一真 法政大学 63,46,62  末田 英
367 栗山 大輔 法政大学  八木 宏和

252 88 (3) 野上 流星 新潟ジャンボＩＴＳ 野上 流星 36,61,76(3)
164 山崎 雄大 旅ポケドットコム 山崎 雄大

1372 1372 小杉 周平 慶應義塾大学 63,62 野上 流星
古庄 卓人 慶應義塾大学 山崎 雄大

1327 489 鈴木 翔太郎フリー 鈴木 翔太郎 36,64,76(9)
838 柵瀬 大吾 ＡＩＭ 柵瀬 大吾

286 286 田元 龍馬 日本大学 36,62,64 山口 優治
柳沼 周平 日本大学 田中 秀和

1862 1456 山口 優治 荏原ＳＳＣ 山口 優治 06,64,63
406 田中 秀和 法政大学 田中 秀和

1189 1189 河原 純 亜細亜大学 61,60 山口 優治
谷出 杏介 亜細亜大学 田中 秀和

田辺 拓良 亜細亜大学 河野 陽介 76(4),61
小野 情 亜細亜大学 向 和彦

364 151 (5) 河野 陽介 ＦＴＣ 60,60  末田 英
213 向 和彦 アポロコーストＴＣ Winner:  八木 宏和

489 198 (6) 星村 純平 法政大学 星村 純平 75,62
291 林 雄也 法政大学 林 雄也

986 渡辺 哲平 慶應義塾大学 61,61 星村 純平
986 和田 健太郎慶應義塾大学 林 雄也

皆川 慶太 慶應義塾大学 塚田 圭介 60,61
高柳 章人 慶應義塾大学 平塚 真吾

1274 244 塚田 圭介 メガロス草加 57,62,60 星村 純平
1030 平塚 真吾 オールサムズＴＣ 林 雄也

1477 石川 聖 日本大学 小副川 悦朗 46,63,60
1477 平田 大輔 日本大学 天野 真廣

647 388 小副川 悦朗日本大学 63,62 小岩 辰士
259 天野 真廣 東海大学 大内 海

1585 555 浜田 孝寛 昭和学院秀英高校 小岩 辰士 16,62,64
1030 樋渡 賢太 フミヤエース市川ＴＡ 大内 海

255 203 (4) 小岩 辰士 旅ポケドットコム 61,60  星村 純平
52 大内 海 エストＴＣ  林 雄也

529 478 (7) 藤田 瑞飛 法政大学 藤田 瑞飛 64,62
51 植村 勇紀 ＳＰＯＲＴＳ　ＳＵＮＲＩＳＥ 植村 勇紀

1355 558 土居 諒太 亜細亜大学 63,63 藤田 瑞飛
797 田中 謙伍 日本大学 植村 勇紀

794 378 八角 慧次郎志津ＴＣ 八角 慧次郎 62,64
416 岩田 拓也 東京学館高校 岩田 拓也

68 68 小畑 秀敏 フミヤエース市川ＴＡ 64,64 藤田 瑞飛
渡辺 景一 美浜ＴＧ 植村 勇紀

1679 202 岡崎 康太 日本大学 岡崎 康太 64,63
1477 中村 友洸 日本大学 中村 友洸

492 青木 翔 亜細亜大学 63,61 國盛 充知人
492 長久保 勇太亜細亜大学 井上 貴博

1054 533 國盛 充知人慶應義塾大学 國盛 充知人 64,64
521 井上 貴博 亜細亜大学 井上 貴博

185 91 (2) 園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ 75,62
94 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 　　　　　(LL)：予選敗者繰り上がり（ﾗｯｷｰﾙｰｻﾞｰ） 畑山 優也
(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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