
第53回東京オープンテニス選手権大会 (男子:100万円/J1-5、女子:100万円/J1-5)
男子ダブルス-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登

録番号 St. Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Finals 予選勝者

M18793  103 東京JTTC 國吉 大輝 [1]
1 M19024  107 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 細谷 元基 國吉 大輝 [1]

     細谷 元基

2     Bye  國吉 大輝 [1]
M21185   Tennis House fun 佐久間 元気  細谷 元基

3 M20859  372 テニスユニバース 大森 崇久 佐久間 元気 8-6
     大森 崇久  

4     Bye  小見山 僚 [5]
M21596  574 慶應義塾大学 中村 進之介  鈴木 保貴 Q1

5 M52768   慶應義塾大学 山﨑 瑛二 中村 進之介 8-6
M51072  268 日本体育大学 岩崎 太一 山﨑 瑛二  

6 M22603  373 日本体育大学 戸松 昌伸 8-5 小見山 僚 [5]
      鈴木 保貴

7     Bye 小見山 僚 [5] 8-5
M21290  137 法政大学 小見山 僚 [5] 鈴木 保貴  

8 M50498  148 法政大学 鈴木 保貴  
M18438  110 テニスハウスfun 田之上 晴樹 [2]  

9 M20702  116 東海大学 竹内 健人 田之上 晴樹 [2]
     竹内 健人

10     Bye  福田 真大
M51905  58 慶應義塾大学 福田 真大  韓 成民

11 M19827  583 慶應義塾大学 韓 成民 福田 真大 8-3
M08878 WDN  九州電力 柿原 勇介 韓 成民  

12 M52857   ダイヤモンドテニスクラブ学園前 青田 武仁 w.o. 古賀 大貴 [6]
M19150  399 東洋学園大学 熱田 友幸  安上 昂志 Q2

13 M50171  312 東洋学園大学 神田 留尉 広川 裕太 8-5
M50766  120 ビッグK 広川 裕太 森 大地  

14 M50808  540 東海大学菅生高校 森 大地 w.o. 古賀 大貴 [6]
      安上 昂志

15     Bye 古賀 大貴 [6] 8-2
M51852  173 早稲田大学 古賀 大貴 [6] 安上 昂志  

16 M20589  167 早稲田大学 安上 昂志  
M17733  109 テニスハウスfun 福岡 勇成 [3]  

17 M50999  131 テニス ハウス fun 雨宮 慎 福岡 勇成 [3]
     雨宮 慎

18     Bye  岡垣 光祐
M50755   Komae Indoor ATP Junior Team 坂野 唯  藪 巧光

19 M51071  240 東京都TA 川上 倫平 岡垣 光祐 8-5
M50157  154 法政大学 岡垣 光祐 藪 巧光  

20 M50600  499 法政大学 藪 巧光 8-6 岡垣 光祐

M21288  344 ファインヒルズJr. 小峰 良太  藪 巧光 Q3
21 M51646  161 中央大学 杉山 和誠 小峰 良太 9-8(5)

M51707   サリュートテニス専門学院 三野 航 杉山 和誠  
22 M50839   サリュートテニス専門学院 水田 淳 8-3 小峰 良太

      杉山 和誠

23     Bye 中野 佑哉 [8] w.o.
M51995  234 レック興発 中野 佑哉 [8] 長谷川 哲也  

24 M51984  234 T&Hコンサルティング株式会社 長谷川 哲也  
M50815  212 中央大学 宇佐美 皓一 [4]  

25 M20042  53 中央大学 望月 勇希 宇佐美 皓一 [4]
     望月 勇希

26     Bye  宇佐美 皓一 [4]
M52268   ※その他 （所属団体名が見つからない方はこちらを選択ください。後日ご連絡させていただきます。） 加藤 拓巳  望月 勇希

27 M51653  906 筑波大学 川橋 勇太 加藤 拓巳 8-3
     川橋 勇太  

28     Bye  宇佐美 皓一 [4]
M52917   慶應義塾大学 園田 和也  望月 勇希 Q4

29 M52549   慶應義塾大学 本玉 卓 園田 和也 8-3
M51828   フェアリーテニスフォーラム 三浦 朋 本玉 卓  

30 M50928  258 フェローズ 花輪 憲伺 8-3 園田 和也
      本玉 卓

31     Bye 恒松 優也 [7] 8-6
M52119  166 近畿大学 恒松 優也 [7] 豊嶋 一樹  

32 M19106  194 近畿大学 豊嶋 一樹  
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