第２２回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

1 MD 細川 遼真 ・平島 孔太郎
1 (千葉西高校)
回
MD
高橋 一成 ・向田 光地
戦
2 (目黒区・市川市)
MD 髙橋 輝 ・海老原 弘樹
3 (真砂)
MD 岩澤 豊 ・深澤 巧
4 (こてはし台中学校)
MD 小野 雅貴 ・岩本 樹季
5 (千葉大学)
MD 辻 航希 ・岩男 朋紀
6 (木更津総合高校)
MD 中野 寛才 ・堀尾 航太郎
7 (美浜区)
MD 浅田 隆之 ・塚林 弘樹
8 (ガーデン・美浜区)
MD 中野 敬史 ・山本 拓哉
9 (浦安市・横浜市)
MD 伊澤ｱﾝﾃﾞｨｰ啓・小賀野 慎
10 (千葉大学)
MD 樋山 蒼史 ・石川 泰成
11 (千葉西高校)
MD 西山 達也 ・吉丸 清翔
12 (足立区)
MD 庄司 滉輝 ・瀨田 悠
13 (茂原市)
MD 小堀 潔 ・草 明生
14 (江東区)
MD 関 隆宏 ・押尾 祐樹
15 (千葉北高校)
MD 松根 聡之介・泉 新大
16 (木更津総合高校)
MD 栗原 年輝 ・大西 大輝
17 (千葉大学)
MD 藤澤 海渡 ・仲田 大輝
18 (貝塚中学校)
MD 我妻 良哉 ・今関 太一
19 (千葉大学)
MD 鈴木 亮太 ・澤村 友悌
20 (緑町中学校・若松中学校)
MD 井上 雄貴 ・成澤 充礎
21 (検見川高校)
MD 後藤 慧 ・望月 海里
22 (江戸川区・中央区)
MD 深山 拓哉 ・加藤 達矢
23 (松戸市・墨田区)
MD 染谷 僚 ・齋藤 達希
24 (千葉南高校)
MD 寺田 英司 ・上谷 晃一
25 (わかば)
MD 渡部 聡 ・江口 海都
26 (木更津総合高校)
MD 平原 拓実 ・後藤 優太
27 (あしたばBC)
MD 浅野 祥吾 ・山本 将功
28 (千葉北高校)
MD 菅野 寛之 ・近藤 史貴
29 (江東区・三鷹市)
MD 関 圭祐 ・長島 卓也
30 (千葉西高校)

スコア
2 21-3, 21-7
2 21-4, 21-14
2 21-6, 21-8
2 18-21, 21-18, 11-6
2 21-16, 21-20
2 21-10, 21-12
2 21-12, 21-5
2 21-8, 21-9
2 21-5, 21-7
2 21-4, 21-6
2 16-21, 21-19, 11-10
2 21-18, 21-11
2 21-16, 21-15
2 21-2, 21-7
2 21-9, 21-7
2 21-10, 21-8
2 21-10, 21-11
2 21-10, 21-5
2 21-5, 21-9
2 21-7, 21-6
2 21-5, 21-9
2 21-5, 21-9
2 21-14, 21-13
2 21-19, 21-13
2 21-3, 21-8
2 21-4, 21-7
不戦勝
2 21-19, 21-19
2 21-13, 21-15
2 21-15, 21-14

1/4

2017/2/19
敗者名
0 柳田 伶 ・中西 慶人
(真砂中学校)
0 大胡 佑太 ・中山 雄基
(木更津総合高校)
0 森岡 亮太 ・小勝 康平
(県立千葉高校)
1 石井 朋輝 ・大森 雄太
(千葉南高校)
0 金島 裕樹 ・山口 大翔
(千葉北高校)
0 角田 敏矢 ・熊澤 寛
(貝塚中学校)
0 橋本 和貴 ・吉野 眞郁
(千葉南高校)
0 小宮 拓巳 ・齊藤 愛翔
(千葉西高校)
0 今井 智哉 ・町野 圭梧
(千葉北高校)
0 太田 有祐 ・土屋 洋斗
(越智中学校)
1 宇田 匡郁史・長澤 尚武
(県立千葉高校)
0 池﨑 新 ・齋藤 海杜
(県立千葉高校)
0 佐藤 良太 ・市川 大夢
(千葉西高校)
0 伊藤 洸 ・中田 慶韻
(越智中学校)
0 伊藤 晨善 ・正森 直希
(千葉西高校)
0 林 拓未 ・猪野屋 純
(敬愛大学)
0 上加世田 悠・松戸 優真
(千葉南高校)
0 立川 聖真 ・山下 温弘
(越智中学校)
0 江森 薫 ・吉野 裕人
(真砂中学校)
0 西條 正太 ・相川 凱斗
(千葉西高校)
0 米永 大地 ・川瀬 有登
(千葉北高校)
0 遠藤 大暉 ・山下 優
(県立千葉高校)
0 松本 拓也 ・白井 綾飛
(木更津総合高校)
0 久貝 大樹 ・罍 航太朗
(美浜区)
0 中田 晋作 ・近江 快人
(千葉西高校)
0 杉原 麟太郎・成田 智裕
(県立千葉高校)
キ 中島 勇輝 ・武藤 駿也
(越智中学校)
0 太田 晃平 ・落合 将寛
(県立千葉高校)
0 伊藤 敬之 ・本間 宏明
(県立千葉高校)
0 大森 龍人 ・渡邉 拓真
(千葉北高校)

第２２回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

MD
31
MD
32
MD
33
MD
34
MD
35
MD
36
MD
37
MD
38
MD
39
MD
40
MD
41
MD
42
MD
43
MD
44
MD
45
2 MD
回 46
戦 MD
47
MD
48
MD
49
MD
50
MD
51
MD
52
MD
53
MD
54
MD
55
MD
56
MD
57
MD
58
MD
59
MD
60

吉田 愼吾 ・柳沢 大地
(千葉大学)
吉岡 直輝 ・中里 育実
(東京学館船橋高校)
松村 洋志 ・木村 裕也
(葛飾区・さいたま市)
小林 崚真 ・清水 奨太
(検見川高校)
朝倉 健太 ・金澤 佳叶
(茂原市)
宮本 蒼史 ・石神 滉
(千葉北高校)
下井 三佐夫・安田 直幸
(市原市・袖ヶ浦市)
若梅 佳大 ・好野 大輔
(千葉南高校)
松浦 大貴 ・鈴木 智大
(千葉西高校)
長居 佑哉 ・横田 群
(検見川高校)
鈴木 麗音 ・藤川 寛海
(幕張総合高校)
福永 圭 ・福永 旺洋
(美浜区・真砂中学校)
岡 康平 ・久田 翔俊
(県立千葉高校)
谷 柊輔 ・南 一輝
(貝塚中学校・磯辺中学校)
石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
齋藤 亘平 ・井上 槙也
(ガーデン)
髙橋 輝 ・海老原 弘樹
(真砂)
岩澤 豊 ・深澤 巧
(こてはし台中学校)
小野 雅貴 ・岩本 樹季
(千葉大学)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)
浅田 隆之 ・塚林 弘樹
(ガーデン・美浜区)
中野 敬史 ・山本 拓哉
(浦安市・横浜市)
関谷 誠紀 ・林 大介
(八街市・匝瑳市)
西山 達也 ・吉丸 清翔
(足立区)
小堀 潔 ・草 明生
(江東区)
松根 聡之介・泉 新大
(木更津総合高校)
栗原 年輝 ・大西 大輝
(千葉大学)
畑山 直哉 ・矢澤 直樹

スコア
2 21-14, 21-16
2 21-5, 21-11
2 21-7, 21-11
2 21-16, 21-14
2 21-3, 21-7
不戦勝
2 21-5, 21-6
2 21-5, 21-7
不戦勝
2 21-9, 21-11
不戦勝
2 21-17, 20-21, 11-7
2 21-12, 21-13
2 21-8, 21-10
2 21-8, 21-9
2 21-9, 21-11
2 21-19, 21-20
不戦勝
2 21-14, 21-12

敗者名
0 北原 洸希 ・小藤田 悠人
( chopper )
0 菅佐原 陸渡・菊地 柊弥
(千葉西高校)
0 加藤 遼平 ・小倉 拓起
(木更津総合高校)
0 田上 優都 ・橋本 滉平
(越智中学校)
0 小笠原 聖那・松浦 海斗
(越智中学校)
キ 宮田 啓矩 ・民部田 悟
( BAZZ )
0 松坂 大輝 ・石橋 和旺
(千葉西高校)
0 安江 蒼人 ・伊藤 克俊
(県立千葉高校)
キ 佐藤 弘章 ・土屋 幸雅
(葛城中学校)
0 田中 夢月 ・井場 優友
(貝塚中学校)
キ 小野 友嗣 ・北崎 翔大
(足立区)
1 町田 唯翔 ・小嶋 一生
(木更津総合高校)
0 一瀬 拓人 ・鈴木 弥真人
(千葉西高校)
0 長嶋 克樹 ・栁沼 宏亮
(越智中学校)
0 佐藤 稜真 ・林 勇希
(千葉北高校)
0 細川 遼真 ・平島 孔太郎
(千葉西高校)
0 高橋 一成 ・向田 光地
(目黒区・市川市)
キ 渡辺 孝弘 ・福士 大志
(秀明八千代高校)
0 伊藤 斐太 ・金澤 勇輝
(昭和秀英高校・市立稲毛高校)

2 21-5, 21-14
2 21-10, 21-6
2 21-12, 21-16
2 21-20, 21-4
2 18-21, 21-14, 11-4
2 15-21, 21-20, 11-10
2 21-18, 13-21, 11-6
2 18-21, 21-8, 11-6
2 21-8, 21-9

(千葉商業高校・京葉工業高校)

鈴木 亮太 ・澤村 友悌
(緑町中学校・若松中学校)
後藤 慧 ・望月 海里
(江戸川区・中央区)

2017/2/19

2 21-11, 21-20
2 18-21, 21-17, 11-7

2/4

0 辻 航希 ・岩男 朋紀
(木更津総合高校)
0 中野 寛才 ・堀尾 航太郎
(美浜区)
0 伊澤ｱﾝﾃﾞｨｰ啓・小賀野 慎
(千葉大学)
0 樋山 蒼史 ・石川 泰成
(千葉西高校)
1 寺内 琳 ・寺内 涼
(スリーセブンJr)
1 庄司 滉輝 ・瀨田 悠
(茂原市)
1 関 隆宏 ・押尾 祐樹
(千葉北高校)
1 荻原 朋弥 ・渡邉 光紀
(幕張総合高校)
0 藤澤 海渡 ・仲田 大輝
(貝塚中学校)
0 我妻 良哉 ・今関 太一
(千葉大学)
1 井上 雄貴 ・成澤 充礎
(検見川高校)

第２２回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

MD
61
MD
62
MD
63
MD
64
MD
65
MD
66
MD
67
MD
68
MD
69
MD
70
MD
71
MD
72
MD
73
MD
74
MD
75
MD
76
MD
77
MD
3
回 78
戦 MD
79
MD
80
MD
81
MD
82
MD
83
MD
84
MD
85
MD
86
MD
87
MD
88
MD
89
MD
90

深山 拓哉 ・加藤 達矢
(松戸市・墨田区)
小林 海渡 ・佐々木 健太
(花見川区)
渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)
平原 拓実 ・後藤 優太
(あしたばBC)
本田 拓斗 ・細谷 健登
(千葉大学)
菅野 寛之 ・近藤 史貴
(江東区・三鷹市)
吉田 愼吾 ・柳沢 大地
(千葉大学)
松村 洋志 ・木村 裕也
(葛飾区・さいたま市)
滝沢 武志 ・阿部 悟
(敬愛大学・わかば)
朝倉 健太 ・金澤 佳叶
(茂原市)
下井 三佐夫・安田 直幸
(市原市・袖ヶ浦市)
若梅 佳大 ・好野 大輔
(千葉南高校)
長居 佑哉 ・横田 群
(検見川高校)
斉藤 弘丸 ・宗 優典
(千葉経済大学附属高校
・幕張総合高校)
中村 誠 ・佐藤 隆俊
(稲毛区)
岡 康平 ・久田 翔俊
(県立千葉高校)
石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
齋藤 亘平 ・井上 槙也
(ガーデン)
小野 雅貴 ・岩本 樹季
(千葉大学)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)
関谷 誠紀 ・林 大介
(八街市・匝瑳市)
西山 達也 ・吉丸 清翔
(足立区)
栗原 年輝 ・大西 大輝
(千葉大学)
畑山 直哉 ・矢澤 直樹

スコア
2 21-17, 21-9
2 21-11, 21-10
2 21-11, 21-12
2 21-17, 21-11
2 21-15, 21-3
不戦勝
2 15-21, 21-12, 11-7
2 21-10, 21-12
2 21-10, 21-13
2 15-21, 21-11, 11-6
2 21-15, 21-16
2 21-15, 21-14
2 21-13, 21-15
2 21-16, 21-8
2 21-18, 18-21, 11-2
2 21-7, 21-12
2 21-11, 21-14
2 21-11, 21-13
2 21-10, 21-7
2 13-21, 21-12, 11-6
2 21-18, 18-21, 11-5
2 21-14, 21-16
2 21-12, 21-12
2 21-14, 21-15

(千葉商業高校・京葉工業高校)

深山 拓哉 ・加藤 達矢
(松戸市・墨田区)
渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)
本田 拓斗 ・細谷 健登
(千葉大学)
菅野 寛之 ・近藤 史貴
(江東区・三鷹市)
松村 洋志 ・木村 裕也
(葛飾区・さいたま市)
朝倉 健太 ・金澤 佳叶
(茂原市)

2 21-16, 11-21, 11-4
2 20-21, 21-15, 11-10
2 21-11, 21-1
2 21-13, 21-5
2 21-10, 21-18
2 21-17, 21-20
3/4

2017/2/19
敗者名
0 深堀 耕太朗・萩原 文太
(あしたばBC)
0 染谷 僚 ・齋藤 達希
(千葉南高校)
0 寺田 英司 ・上谷 晃一
(わかば)
0 佐竹 喜紘 ・松本 瞭輝
(貝塚中学校)
0 浅野 祥吾 ・山本 将功
(千葉北高校)
キ 村瀬 剛太 ・水上 愛斗
(稲毛区・美浜区)
1 関 圭祐 ・長島 卓也
(千葉西高校)
0 吉岡 直輝 ・中里 育実
(東京学館船橋高校)
0 小林 崚真 ・清水 奨太
(検見川高校)
1 上野 晃汰 ・横井 亮祐
(真砂中学校)
0 宮本 蒼史 ・石神 滉
(千葉北高校)
0 松浦 大貴 ・鈴木 智大
(千葉西高校)
0 石井 一輝 ・曽雌 夏輝
(こてはし台中学校)
0 鈴木 麗音 ・藤川 寛海
(幕張総合高校)
1 福永 圭 ・福永 旺洋
(美浜区・真砂中学校)
0 谷 柊輔 ・南 一輝
(貝塚中学校・磯辺中学校)
0 池田 大紀 ・徳光 敦
(南部)
0 髙橋 輝 ・海老原 弘樹
(真砂)
0 岩澤 豊 ・深澤 巧
(こてはし台中学校)
1 浅田 隆之 ・塚林 弘樹
(ガーデン・美浜区)
1 中野 敬史 ・山本 拓哉
(浦安市・横浜市)
0 小堀 潔 ・草 明生
(江東区)
0 松根 聡之介・泉 新大
(木更津総合高校)
0 鈴木 亮太 ・澤村 友悌
(緑町中学校・若松中学校)
1 後藤 慧 ・望月 海里
(江戸川区・中央区)
1 小林 海渡 ・佐々木 健太
(花見川区)
0 平原 拓実 ・後藤 優太
(あしたばBC)
0 吉田 愼吾 ・柳沢 大地
(千葉大学)
0 滝沢 武志 ・阿部 悟
(敬愛大学・わかば)
0 下井 三佐夫・安田 直幸
(市原市・袖ヶ浦市)

第２２回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

MD 若梅 佳大 ・好野 大輔
91 (千葉南高校)
MD 中村 誠 ・佐藤 隆俊

4
回
戦

準
々
決
勝

準
決
勝
決
勝

92
MD
93
MD
94
MD
95
MD
96
MD
97
MD
98
MD
99
MD
100
MD
101
MD
102
MD
103
MD
104
MD
105
MD
106
MD
107
MD
108

(稲毛区)
石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
齋藤 亘平 ・井上 槙也
(ガーデン)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)
西山 達也 ・吉丸 清翔
(足立区)
深山 拓哉 ・加藤 達矢
(松戸市・墨田区)
渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)
松村 洋志 ・木村 裕也
(葛飾区・さいたま市)
若梅 佳大 ・好野 大輔
(千葉南高校)
石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)
深山 拓哉 ・加藤 達矢
(松戸市・墨田区)
渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)
石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)
渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)
日置 史亮 ・佐々木 政也
(花見川区)

スコア
2 21-19, 2-11
2 16-21, 21-11, 11-6
2 21-8, 21-15
2 21-14, 21-16
2 21-15, 21-15
2 16-12キ
2 21-20, 18-21, 11-9

2017/2/19
敗者名
0 長居 佑哉 ・横田 群
(検見川高校)
1 斉藤 弘丸 ・宗 優典
(千葉経済大学附属高校
・幕張総合高校)
0 岡 康平 ・久田 翔俊
(県立千葉高校)
0 小野 雅貴 ・岩本 樹季
(千葉大学)
0 関谷 誠紀 ・林 大介
(八街市・匝瑳市)
0 栗原 年輝 ・大西 大輝
(千葉大学)
1 畑山 直哉 ・矢澤 直樹
(千葉商業高校・京葉工業高校)

2 19-21, 21-14, 11-7
2 17-21, 21-18, 11-5
2 18-21, 21-14, 11-4
2 21-18, 21-13
2 19-21, 21-14, 11-9
2 21-19, 19-21, 11-9
2 21-10, 21-12
2 21-16, 15-21, 11-10
2 21-14, 21-13
2 21-20, 21-20
2 21-8, 21-18

4/4

1 本田 拓斗 ・細谷 健登
(千葉大学)
1 菅野 寛之 ・近藤 史貴
(江東区・三鷹市)
1 朝倉 健太 ・金澤 佳叶
(茂原市)
0 中村 誠 ・佐藤 隆俊
(稲毛区)
1 齋藤 亘平 ・井上 槙也
(ガーデン)
1 西山 達也 ・吉丸 清翔
(足立区)
0 松村 洋志 ・木村 裕也
(葛飾区・さいたま市)
1 若梅 佳大 ・好野 大輔
(千葉南高校)
0 深山 拓哉 ・加藤 達矢
(松戸市・墨田区)
0 石垣 要 ・菊川 祥希
(千葉大学)
0 渡部 聡 ・江口 海都
(木更津総合高校)

