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男子ダブルス本戦 DRAW
St Seed Rank name 1R 2R 3R 4R SF

1 藤原智也 慶應義塾大学

下村亮太朗 慶應義塾大学 藤原智也 / 下村亮太朗

bye    

bye 藤原智也 / 下村亮太朗

2 田中瑛大 早稲田大学 64 64  

渡部将伍 早稲田大学 田中瑛大 / 渡部将伍

3 梅野寿輝 松山大学 63 62  

廣島朋哉 松山大学 藤原智也 / 下村亮太朗

4 田畑佑馬 福岡大学 62 76(3)  

酒井俊輔 福岡大学 田畑佑馬 / 酒井俊輔

5 緒方優介 東北大学医学部 46 62 75 

遠沢風太 仙台大学 岩田真優 / 渡邉敦也

bye 62 64  

bye 岩田真優 / 渡邉敦也

6 岩田真優 同志社大学    

渡邉敦也 同志社大学 藤原智也 / 下村亮太朗

7 秋月真緒 甲南大学 64 63  

藤本拓 甲南大学 秋月真緒 / 藤本拓

bye    

bye 秋月真緒 / 藤本拓

8 渋井諒 金沢大学 64 26 105 

太田皓介 信州大学 加藤翼 / 中込颯馬

9 加藤翼 中京大学 64 64  

中込颯馬 中京大学 吉田響介 / 小高拓海

10 間宮浩輝 専修大学 63 61  

松村英俊 専修大学 森下皓太 / 田中聖人

11 森下皓太 兵庫大学 63 61  

田中聖人 兵庫大学 吉田響介 / 小高拓海

bye 63 62  

bye 吉田響介 / 小高拓海

12 吉田響介 駒澤大学    A

小高拓海 駒澤大学 松田康希 / 大植駿

13 松田康希 関西大学 62 76(7)  

大植駿 関西大学 松田康希 / 大植駿

bye    

bye 松田康希 / 大植駿

14 石川真輝 中央大学 61 26 107 

玉城勇稀 中央大学 井戸垣一志 / 天野響

15 井戸垣一志 関西大学 62 63  

天野響 関西大学 松田康希 / 大植駿

16 丹下颯希 日本大学 64 63  

上野山大洋 日本大学 大矢祥生 / 市川剣都

17 大矢祥生 愛知学院大学 67(3) 64 108 

市川剣都 愛知学院大学 山中朝陽 / 村田英夢

bye 63 60  

bye 山中朝陽 / 村田英夢

18 山中朝陽 明治大学    

村田英夢 明治大学 松田康希 / 大植駿

19 蔡旻修 近畿大学 63 61  

図師奨之介 近畿大学 蔡旻修 / 図師奨之介

bye    

bye 蔡旻修 / 図師奨之介

20 山本　泰暉 富山大学 36 76(4) 1210 

浅井　暢斗 富山大学 内山大誠 / 法華津孝哉

21 内山大誠 北海道大学 76(7) 36 119 

法華津孝哉 北海道大学 蔡旻修 / 図師奨之介

22 手嶋海陽 日本大学 64 64  

石垣秀悟 日本大学 手嶋海陽 / 石垣秀悟

23 徳航太 明治大学 26 60 106 

宮永竜聖 明治大学 手嶋海陽 / 石垣秀悟

bye 63 61  

bye 石榑元晴 / 中村元

24 石榑元晴 筑波大学    75 64

中村元 筑波大学
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25 守谷岳 筑波大学

田中佑 筑波大学 守谷岳 / 田中佑

bye    

bye 池田朋弥 / 高畑里玖

26 田中翔 鹿屋体育大学 76(3) 62  

狩行紀希 鹿屋体育大学 池田朋弥 / 高畑里玖

27 池田朋弥 早稲田大学 62 76(10)  

高畑里玖 早稲田大学 池田朋弥 / 高畑里玖

28 山田知宙 日本体育大学 63 64  

森健太郎 日本体育大学 山田知宙 / 森健太郎

29 皆川将也 中京大学 60 16 103 

多田怜正 中京大学 高橋栄吉 / 斎藤成

bye 63 64  

bye 高橋栄吉 / 斎藤成

30 高橋栄吉 日本大学    

斎藤成 日本大学 町田晴 / 副田温斗

31 在原迅人 立教大学 67(5) 64 108 

保坂駿太 立教大学 在原迅人 / 保坂駿太

bye    

bye 町田晴 / 副田温斗

32 奥平駿 甲南大学 36 63 104 

久保晃平 甲南大学 町田晴 / 副田温斗

33 町田晴 明治大学 60 64  

副田温斗 明治大学 町田晴 / 副田温斗

34 小川智裕 日本大学 62 64  

片山楓 日本大学 小川智裕 / 片山楓

35 万道麻央 松山大学 62 64  

寒作裕司 松山大学 末尾拓翔 / 三角理旺

bye 61 64  

bye 末尾拓翔 / 三角理旺

36 末尾拓翔 駒沢大学    B

三角理旺 駒沢大学 田口涼太郎 / 河野甲斐

37 清原幹太 関西大学 62 63  

銘形剛希 関西大学 清原幹太 / 銘形剛希

bye    

bye 清原幹太 / 銘形剛希

38 鈴木悠太 同志社大学 61 64  

馬場亮汰 同志社大学 鈴木悠太 / 馬場亮汰

39 天崎荘汰 日本大学 76(5) 62  

山内一輝 日本大学 其田怜 / 中留諒太

40 伊藤肇 愛知学院大学 63 75  

内倉隼哉 愛知学院大学 有本響 / 菅谷優作

41 有本響 慶應義塾大学 61 63  

菅谷優作 慶應義塾大学 其田怜 / 中留諒太

bye 76(4) 61  

bye 其田怜 / 中留諒太

42 其田怜 関西学院大学    

中留諒太 関西学院大学 田口涼太郎 / 河野甲斐

43 白藤成 慶應義塾大学 63 63  

今鷹洸太 慶應義塾大学 白藤成 / 今鷹洸太

bye    

bye 増成拓也 / 増成智也

44 増成拓也 関西学院大学 64 36 104 

増成智也 関西学院大学 増成拓也 / 増成智也

45 新山悠永 小樽商科大学 62 62  

山名雄大 小樽商科大学 田口涼太郎 / 河野甲斐

46 赤西大樹 慶應義塾大学 63 63  

林航平 慶應義塾大学 吉野郁哉 / 山口柚希

47 吉野郁哉 早稲田大学 64 63  

山口柚希 早稲田大学 田口涼太郎 / 河野甲斐

bye 64 26 103 

bye 田口涼太郎 / 河野甲斐

48 田口涼太郎 近畿大学    

河野甲斐 近畿大学
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