
男子ダブルス

1 衣川信繁 伊藤厚陽 愛知学院大学 愛知学院大学 1071

2 市川剣都 大矢祥生 愛知学院大学 愛知学院大学 552

3 河村陸斗 長谷川凛 中京大学 中京大学 503

4 皆川将也 多田怜正 中京大学 中京大学 435

5 川田俊太朗 藤井一那 東海学園大学 東海学園大学 396

6 山田直輝 中村涼輔 愛知学院大学 愛知学院大学 370

7 吉田光宏 上瀧翔瑛 中京大学 中京大学 286

8 天谷陽仁 原侑大 中京大学 中京大学 272

9 加藤翼 中込颯馬 中京大学 中京大学 260

10 片山響 内山照英 中京大学 中京大学 219

11 南部佑輔 中尾　隼也 日本福祉大学 日本福祉大学 204

12 鈴木我志 清原啓介 東海学園大学 東海学園大学 187

13 染矢裕大 深津斗那 中京大学 中京大学 180

14 真栄田珠 川端将暉 名古屋経済大学 名古屋経済大学 160

15 坂本諒太朗 冷水健人 名古屋大学 名古屋大学 150

16 伊藤肇 内倉隼哉 愛知学院大学 愛知学院大学 150

本戦シード

本戦ストレートイン



17 伊藤雄太 水越健太 愛知工業大学 名城大学 146

18 小山拓海 伊左治陽生 中京大学 中京大学 130

19 亀山賢佑 松沢渓 中京大学 中京大学 107

20 須原悠太 東田健太郎 愛知学院大学 愛知学院大学 96

21 岩間治樹 山口智哉 愛知大学 愛知大学 92

22 倉嶋文哉 深津瞬 日本福祉大学 日本福祉大学 92

23 熊谷柊人 近藤楓真 日本福祉大学 日本福祉大学 91

24 渡辺勇志郎 阿部康人 四日市大学 四日市大学 88

25 谷川大雅 室井 卓海 四日市大学 四日市大学 86

26 伊藤龍夏 伊藤悠成 愛知学院大学 愛知学院大学 85

27 田口友雅 村木昇太 愛知学院大学 愛知学院大学 74

28 力丸暉 秋田陸登 東海学園大学 東海学園大学 73

29 武田淳希 遠藤悠太 愛知淑徳大学 愛知学院大学 66

30 佐藤洸太 伊藤晃敏 愛知学院大学 愛知学院大学 60

31 三本悠太 岸本貴陽 朝日大学 朝日大学 48

32 松野右京 林明利 東海学園大学 東海学園大学 46

33 市村直己 岩田直樹 東海学園大学 東海学園大学 44

34 武田益輝 森友和 東海学園大学 東海学園大学 38

35 竹原由真 酒井宏輔 東海学園大学 東海学園大学 37

36 安田盟将 田中柊翔 南山大学 南山大学 37

37 得地健太 舟橋健太 朝日大学 朝日大学 33

38 佐々木秀崇 三村悠登 名古屋市立大学 愛知淑徳大学 31

39 石貫遥野 吉沢広夢 日本福祉大学 日本福祉大学 31

40 佐藤研太 中村響 名古屋市立大学 名古屋市立大学 30

41 深田嗣翼馬 澤田功太郎 朝日大学 朝日大学 25

42 澤田昇辰 杉本涼 東海学園大学 東海学園大学 15

43 宮下隼光 伊藤貴之 日本福祉大学 日本福祉大学 12

44 小林純也 前刀奏斗 愛知大学 愛知大学 11

45 西出爽 中村光之介 中京大学 中京大学 11

46 神前亮吾 鈴木泰地 静岡大学 静岡大学 10

47 宮島陸 木津谷涼 朝日大学 朝日大学 7

48 西川旺志 山口大心 南山大学 南山大学 2

49 可児和寿 伊藤大生 名古屋大学 名古屋大学 2

50 加藤和 山北龍一 名城大学 名城大学 1

51 伊藤彬 柏木陽太朗 名古屋大学 名古屋大学 1

52 鷲巣星哉 豊吉柊人 名城大学 名城大学 1

53 辻村柚樹 松永泰導 朝日大学 朝日大学 1
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