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

1 1 衣川信繁 愛知学院大学

伊藤厚陽 愛知学院大学 衣川信繁 / 伊藤厚陽

2 亀山賢佑 中京大学 61 62  

松沢渓 中京大学 熊谷柊人 / 中尾　隼也

3 熊谷柊人 日本福祉大学 75 76(5)  

中尾　隼也 日本福祉大学 熊谷柊人 / 中尾　隼也

4 松野右京 東海学園大学 62 36 107 

林明利 東海学園大学 熊谷柊人 / 中尾　隼也

5 谷川大雅 四日市大学 64 16 1311 

室井 卓海 四日市大学 谷川大雅 / 室井 卓海

6 秋田陸登 東海学園大学 62 62  

市村直己 東海学園大学 谷川大雅 / 室井 卓海

7 鈴木我志 東海学園大学 26 64 108 

清原啓介 東海学園大学 河村陸斗 / 伊左治陽生

8 5～8 河村陸斗 中京大学 60 61  

伊左治陽生 中京大学 皆川将也 / 多田怜正

9 3～4 皆川将也 中京大学 61 61  

多田怜正 中京大学 皆川将也 / 多田怜正

10 木野陽生 愛知学院大学 16 76(4) 108 

天野裕也 愛知学院大学 皆川将也 / 多田怜正

11 真栄田珠 名古屋経済大学 62 62  

川端将暉 名古屋経済大学 吉田光宏 / 藤田透伍

12 吉田光宏 中京大学 63 36 107 

藤田透伍 中京大学 皆川将也 / 多田怜正

13 村木昇太 愛知学院大学 61 61  

田口友雅 愛知学院大学 岩村将貴 / 伊藤健晋

14 岩村将貴 朝日大学 75 26 107 

伊藤健晋 名古屋学院大学 加藤翼 / 中込颯馬

15 辻村柚樹 朝日大学 60 60  

松永泰導 朝日大学 加藤翼 / 中込颯馬

16 5～8 加藤翼 中京大学 36 61 105 

中込颯馬 中京大学 皆川将也 / 多田怜正

17 5～8 川田俊太朗 東海学園大学 75 63  

藤井一那 東海学園大学 川田俊太朗 / 藤井一那

18 加藤和 名城大学 61 63  

山北龍一 名城大学 川田俊太朗 / 藤井一那

19 天谷陽仁 中京大学 61 61  

原侑大 中京大学 天谷陽仁 / 原侑大

20 倉嶋文哉 日本福祉大学 62 62  

深津瞬 日本福祉大学 川田俊太朗 / 藤井一那

21 片山響 中京大学 76(8) 62  

内山照英 中京大学 片山響 / 内山照英

22 水越健太 名城大学 76(5) 63  

國保東馬 名城大学 伊藤肇 / 内倉隼哉

23 舟橋健太 朝日大学 61 26 1412 

得地健太 朝日大学 伊藤肇 / 内倉隼哉

24 3～4 伊藤肇 愛知学院大学 61 46 106 

内倉隼哉 愛知学院大学 川田俊太朗 / 藤井一那

25 5～8 山田直輝 愛知学院大学 61 62  

中村涼輔 愛知学院大学 山田直輝 / 中村涼輔

26 三本悠太 朝日大学 61 61  

岸本貴陽 朝日大学 山田直輝 / 中村涼輔

27 長谷川凛 中京大学 64 61  

染矢裕大 中京大学 長谷川凛 / 染矢裕大

28 深田嗣翼馬 朝日大学 61 63  

宮島陸 朝日大学 山田直輝 / 中村涼輔

29 深津斗邦 中京大学 63 63  

上瀧翔瑛 中京大学 深津斗邦 / 上瀧翔瑛

30 武田益輝 東海学園大学 75 62  

中野壮一朗 東海学園大学 深津斗邦 / 上瀧翔瑛

31 小山拓海 中京大学 64 62  

畑中温翔 中京大学 小山拓海 / 畑中温翔

32 LL 2 伊藤龍夏 愛知学院大学 63 61  

伊藤悠成 愛知学院大学


