
男子ダブルス本戦
シード 選手名 所属 ランク ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝

1111 1111 森 智広森 智広森 智広森 智広 テニスカレッジやよい台テニスカレッジやよい台テニスカレッジやよい台テニスカレッジやよい台 33333333 ページ１（２）

喜多 文明喜多 文明喜多 文明喜多 文明 上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ

森 智広森 智広森 智広森 智広

喜多 文明喜多 文明喜多 文明喜多 文明

2 DA 坂野 俊 伊予銀行 143 64 63

萩森 友寛 伊予銀行

森 智広森 智広森 智広森 智広

喜多 文明喜多 文明喜多 文明喜多 文明

3 WC 日下部 聡 伊予銀行 214 63 76(11)

広瀬 一義 伊予銀行

日下部 聡

広瀬 一義

4 DA 今村 均 チームＦｒｏｇ 150 63 63

浅田 聖司 keep smiling

綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介

小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史

5 DA 坂東 賢寛 新横浜ＰＨＩＴＣ 161 64 61

園田 智史 Ｔ．ＡＳＫＡ

坂東 賢寛

園田 智史

6 Q 大塚 真之助 FUJI GROUP 273 63 62

斉藤 秀

綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介

小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史

7 坂吉 仁 新田高等学校 - 62 61

弓立 祐生 新田高等学校

綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介

小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史

8888 5555 綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介 ライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピー 61616161 63 62

小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史 TTCTTCTTCTTC

綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介

小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史

9999 3333 畠中 将人畠中 将人畠中 将人畠中 将人 テニスラウンジテニスラウンジテニスラウンジテニスラウンジ 41414141 61 64

宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊 ライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピーライフ・エヌ・ピー

畠中 将人畠中 将人畠中 将人畠中 将人

宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊

10 DA 鐘ヶ江 恵介 庭球工房 149 61 63

角田 祐弥 東京スポーツ・レクリエーション専門学校

畠中 将人畠中 将人畠中 将人畠中 将人

宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊宮崎 雅俊

11 DA 柳澤 浩一 香里グリーンテニスクラブ 164 61 61

永沼 和也 荏原ＳＳＣ

柳澤 浩一

永沼 和也

12 Q 黒田 純一 朝霧グリーンテニスクラブ 301 63 63

千嶋 章也 すぎなＴＣ

加藤 乃己

華谷 宗

13 DA 高橋 優 147 36 62 61

吉田 賢志 Mille-Feuille Tennis Club

加藤 乃己

華谷 宗

14 DA 加藤 乃己 ノアインドアステージ 100 62 75

華谷 宗 ノアインドアステージ

加藤 乃己

華谷 宗

15 Q 野上 大輔 立命館大学 1627 63 62

近藤 翔英 立命館大学

鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎

有本 尚紀有本 尚紀有本 尚紀有本 尚紀 決勝 優勝者

16161616 6666 鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎鈴木 翔太郎 フリーフリーフリーフリー 67676767 62 60 綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介綿貫 裕介

有本 尚紀有本 尚紀有本 尚紀有本 尚紀 フリーフリーフリーフリー 小山 裕史小山 裕史小山 裕史小山 裕史

成瀬　廣亮成瀬　廣亮成瀬　廣亮成瀬　廣亮

佐藤　博康佐藤　博康佐藤　博康佐藤　博康

成瀬　廣亮成瀬　廣亮成瀬　廣亮成瀬　廣亮 76(5) 76(5)

佐藤　博康佐藤　博康佐藤　博康佐藤　博康

重松建宏 宮本幸子

男子ダブルス デイレクター レフェリー

第５回道後CUP　愛媛オープンジャパンテニスツアー２０１０

荏原SSC

WC

ＮＴＴ東日本-東京

8月24日～8月29日



男子ダブルス本戦
シード 選手名 所属 ランク ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝

17171717 8888 村上 大志村上 大志村上 大志村上 大志 上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ上尾テニスクラブ 91919191 シードチーム

梶川 太秀梶川 太秀梶川 太秀梶川 太秀 セサミＴＳセサミＴＳセサミＴＳセサミＴＳ

朱 邦基

佐地 竜介

18 DA 朱 邦基 上尾テニスクラブ 148 57 64 61

佐地 竜介 コナミスポーツクラブ本店

小畑 秀敏

若松 哲哉

19 Q 小畑 秀敏 フミヤＴＳ市川 389 64 61

若松 哲哉 葉山ＴＣ

小畑 秀敏

若松 哲哉

20 Q 工藤 雄希 関西国際大学 213 46 76(2) 62

長船 智治 フリー

成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮

佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康

21 DA 滝本 雅紀 GURIM 136 62 46 62

廣瀬 正志 ノアインドアステージ

滝本 雅紀

廣瀬 正志

22 DA 今井 謙太郎 ワコーテニス 195 63 63

愛甲 良太 西武ドームテニスコート

成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮

佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康

23 DA 鈴木 翔 荏原ＳＳＣ 163 61 61

水本 圭治 インターナショナルスポーツ松原

成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮

佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康

24242424 4444 成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 43434343 62 61

佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康 コサナコサナコサナコサナ

成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮成瀬 廣亮

佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康佐藤 博康

25252525 7777 酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹 株式会社リコー株式会社リコー株式会社リコー株式会社リコー 79797979 62 63

八木 宏和八木 宏和八木 宏和八木 宏和 リコーリコーリコーリコー

酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹

八木 宏和八木 宏和八木 宏和八木 宏和

26 DA 山田 博隆 フリー 122 63 63

山崎 宏昭 CRESCENT

酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹

八木 宏和八木 宏和八木 宏和八木 宏和

27 Q 松下 祐介 同志社大学 503 64 61

駒田 和也 ミルフィーユテニスクラブ

松下 祐介

駒田 和也

28 Q 西入 秀喜 テニスユニバース 636 61 60

天木 一輝 覚王山テニスクラブ

酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹酒井 祐樹

八木 宏和八木 宏和八木 宏和八木 宏和

29 Q 加藤 真 神戸学院大学 329 64 61

山中 直人 神戸学院大学

植木 竜太郎

小川 冬樹

30 DA 植木 竜太郎 伊予銀行 172 63 76(6)

小川 冬樹 伊予銀行

仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人

比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人

31 WC 平田 龍一 愛媛ＴＴＣ - 64 60

吉田 将太郎 Finalist

仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人

比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人

32323232 2222 仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人仁木 拓人 フリーフリーフリーフリー 34343434 60 60

比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人比嘉 明人 テニスユニバーステニスユニバーステニスユニバーステニスユニバース

シードチーム

1 森 智広 喜多 文明 5 綿貫 裕介 小山 裕史

2 仁木 拓人 比嘉 明人 6 鈴木 翔太郎 有本 尚紀

3 畠中 将人 宮崎 雅俊 7 酒井 祐樹 八木 宏和

4 成瀬 廣亮 佐藤 博康 8 村上 大志 梶川 太秀

重松建宏 宮本幸子

男子ダブルス デイレクター レフェリー

第５回道後CUP　愛媛オープンジャパンテニスツアー２０１０

8月24日～8月29日


