第２４回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

1 M2 松野 力也 ・村山 蒼
1 (千葉商業高校)
回
戦 M2 清水 洋志 ・平田 敦大
2 (浦安市・市川市)
M2 舟久保 宏道・渡邊 陽也
3 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 俵 拓朗 ・阿部 吉
4 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 須藤 光 ・竹下 大貴
5 (松戸市・美浜区)
M2 小林 修斗 ・川村 龍聖
6 (千葉商業高校)
M2 丸 麟太郎 ・阿坂 脩平
7 (県立千葉高校)
M2 岩田 健吾 ・清水 祐希
8 (市立千葉高校)
M2 吉田 慎吾 ・柳沢 大地
9 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 小賀野 慎 ・本間 慎一朗
10 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 小林 功 ・上田 玲桜
11 (千葉商業高校)
M2 下田 真太郎・神野 真澄
12 (明治大学・茂原市)
M2 上田 浩輔 ・関 雄太
13 (県立千葉高校)
M2 河野 俊介 ・若林 崚喜
14 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 今関 太一 ・庭田 真修
15 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 福留 裕哉 ・村上 啓太
16 (横浜市)
M2 前田 芳紀 ・半田 優斗
17 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 末口 敬梧 ・鈴木 啓一郎
18 (県立千葉高校)
2 M2 陳 勁豪 ・本田 拓斗
回 19 (松戸市)
戦 M2 金澤 勇輝 ・是久 紫郎
20 (稲毛区・美浜区)
M2 工藤 賀世 ・豊坂 健一郎
21 (ガーデン)
M2 黒澤 航弥 ・石崎 幸大
22 (横浜市・川崎市)
M2 俵 拓朗 ・阿部 吉
23 (千葉大学B.A.S.S.)
M2 鈴川 慶人 ・横山 大幹
24 (千葉大学ｴｸﾚｰﾙDN・日本大学)
M2 米山 聡 ・横野 俊
25 (市原市・袖ケ浦市)
M2 須藤 光 ・竹下 大貴
26 (松戸市・美浜区)
M2 福田 翔惟 ・細谷 勇太
27 (千葉敬愛高校)
M2 成嶋 滉平 ・石橋 和紀
28 (市立千葉高校)
M2 渡辺 大志 ・安達 成章
29 (くりぼうず・Fairy)

2018/11/25

スコア
2 21-17, 17-21, 21-11
2 21-8, 21-10
2 21-17, 21-8
2 21-5, 21-8
2 21-2, 21-2
2 21-4, 21-4
2 21-9, 21-18
2 21-1, 21-1
2 21-8, 21-13
2 21-8, 21-8
不戦勝
2 21-13, 21-10
2 22-20, 22-20
2 21-14, 21-15
2 21-0, 21-6
2 21-5, 21-3
2 23-21, 21-15
2 19-21, 21-19, 21-18
2 21-11, 21-9
2 21-18, 17-21, 21-16
2 21-9, 21-16
2 21-18, 21-18
不戦勝
2 21-15, 23-21
2 21-19, 21-12
2 21-10, 21-16
2 21-10, 21-14
2 21-19, 21-11
2 21-9, 21-11

1/3

敗者名
1 女川 貴寿 ・催 俊清
(県立千葉高校)
0 川端 康平 ・京藤 樹
(市立千葉高校)
0 井場 優友 ・松本 瞭輝
(貝塚中学校)
0 齋藤 亮太 ・福井 翔也
(市立千葉高校)
0 加瀨 一輝 ・大島 旦
(県立千葉高校)
0 鹿島 拓巳 ・橋本 拓
(県立千葉高校)
0 高澤 光志 ・三浦 瞬
(千葉商業高校)
0 安田 一翔 ・小川 陸
(県立千葉高校)
0 中田 幹海 ・大竹 琢充
(千城台高校)
0 乗浜 侑敬 ・石丸 直樹
(県立千葉高校)
キ 角田 敏矢 ・長井 大和
(千城台高校)
0 酒井 亮 ・任田 健太
(市立千葉高校)
0 寺﨑 碧人 ・松井 優
(市立千葉高校)
0 佐藤 弘章 ・根岸 将弘
(市立千葉高校)
0 藤岡 隼 ・中村 裕貴
(県立千葉高校)
0 永井 郁己 ・清水 翔生
(県立千葉高校)
0 上野 晃汰 ・荒井 陽
(市立千葉高校)
1 土屋 颯大 ・平澤 瞬太
(千葉商業高校)
0 松野 力也 ・村山 蒼
(千葉商業高校)
1 橋本 真生 ・小川 奏生
(千葉南高校)
0 清水 洋志 ・平田 敦大
(浦安市・市川市)
0 舟久保 宏道・渡邊 陽也
(千葉大学B.A.S.S.)
キ
・本道 和樹
(県立千葉高校)
0 菊地 歩 ・坪坂 祐篤
(若松高校)
0 石関 悠生 ・中田 蓮
(千葉商業高校)
0 岡本 空都 ・藤崎 亘
(市立千葉高校)
0 小林 修斗 ・川村 龍聖
(千葉商業高校)
0 植草 遼 ・瀬古 竜也
(千葉市･松戸市)
0 深山 紘暉 ・林 匠海
(東洋大学・立正大学)

第２４回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名
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M2
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M2
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M2
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回 51
戦 M2
52
M2
53
M2
54
M2
55
M2
56
M2
57
M2
58

狩野 晃一 ・菊川 祥希
(千葉大学B.A.S.S.)
堀 鼓太郎 ・石塚 元希
(千葉商業高校)
浅野 龍太 ・鈴木 麗音
(日本大学・中央大学)
井川 祐人 ・中村 文哉
(稲毛区・習志野市)
山我 優樹 ・東野 光良
(横浜市)
藤井 隆太 ・細田 勝久
(中央区･横浜市)
大岩 壮史 ・小林 瑞希
(中央区・若葉区)
河村 一総 ・斎藤 亘平
(くりぼうず・ガーデン)
山田 康生 ・太田 峻輔
(市立千葉高校)
渡邉 弘亮 ・林 毅隼
(県立千葉高校)
飯野 貴明 ・森 栄揮
(中央区・文京区)
細谷 健登 ・櫛田 将貴
(千葉大学B.A.S.S.)
青鹿 史弥 ・根本 倖希
(千葉敬愛高校)
橋本 柊吾 ・齋木 公平
(県立千葉高校)
小林 卓也 ・益田 匡
(浦安市・船橋市)
栗山 広夢 ・宗 優典
(明治学院大学)
今関 太一 ・庭田 真修
(千葉大学B.A.S.S.)
福留 裕哉 ・村上 啓太
(横浜市)
矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)
二木 優哉 ・東海林 拓弥
(船橋市・川口市)
石垣 要 ・柳瀬 大地
(千葉大学B.A.S.S.)
陳 勁豪 ・本田 拓斗
(松戸市)
黒澤 航弥 ・石崎 幸大
(横浜市・川崎市)
俵 拓朗 ・阿部 吉
(千葉大学B.A.S.S.)
須藤 光 ・竹下 大貴
(松戸市・美浜区)
福田 翔惟 ・細谷 勇太
(千葉敬愛高校)
渡辺 大志 ・安達 成章
(くりぼうず・Fairy)
浅野 龍太 ・鈴木 麗音
(日本大学・中央大学)
山我 優樹 ・東野 光良
(横浜市)

2018/11/25

スコア
2 21-12, 21-10
2 24-22, 21-11
2 17-21, 21-11, 21-12
2 23-21, 21-11
2 17-21, 21-13, 21-18
2 21-17, 21-8
2 23-21, 21-18
2 21-10, 21-9
2 21-9, 21-5
2 21-14, 21-12
2 21-15, 21-5
2 21-9, 21-10
2 21-6, 21-7
2 23-21, 21-14
2 21-18, 21-9
2 21-11, 21-12
2 21-5, 21-13
2 21-6, 21-4
2 21-15, 21-8
2 21-16, 21-16
2 21-5, 21-8
2 21-12, 21-18
2 10-21, 21-16, 21-12
2 21-11, 21-16
2 21-10, 21-6
2 21-7, 21-14
2 21-17, 19-21, 21-15
2 23-21, 21-12
2 21-18, 21-10

2/3

敗者名
0 丸 麟太郎 ・阿坂 脩平
(県立千葉高校)
0 岩田 健吾 ・清水 祐希
(市立千葉高校)
1 中村 誠 ・上杉 康祐
(稲毛区)
0 子安 弘樹 ・青木 一真
(県立千葉高校)
1 吉田 慎吾 ・柳沢 大地
(千葉大学B.A.S.S.)
0 小賀野 慎 ・本間 慎一朗
(千葉大学B.A.S.S.)
0 谷 柊輔 ・田中 夢月
(貝塚中学校)
0 冨成 哲也 ・田村 秀平
(県立千葉高校)
0 小林 功 ・上田 玲桜
(千葉商業高校)
0 下田 真太郎・神野 真澄
(明治大学・茂原市)
0 細野 太晴 ・椎名 郁未
(千葉商業高校)
0 北奥 淳 ・山本 康一
(東金市・ﾀｰﾄﾙｼｬﾄﾙ)
0 上田 浩輔 ・関 雄太
(県立千葉高校)
0 河野 俊介 ・若林 崚喜
(千葉大学B.A.S.S.)
0 今里 友洸 ・清水 祥一郎
(横浜市)
0 安田 直幸 ・白鳥 一樹
(袖ケ浦市・稲毛区)
0 今永 智之 ・吉濱 駿介
(千葉商業高校)
0 布留川 駿哉・田中 春樹
(千城台高校)
0 前田 芳紀 ・半田 優斗
(千葉大学B.A.S.S.)
0 大平 賢児 ・梶原 大翔
(コムバド・打瀬中)
0 末口 敬梧 ・鈴木 啓一郎
(県立千葉高校)
0 金澤 勇輝 ・是久 紫郎
(稲毛区・美浜区)
1 工藤 賀世 ・豊坂 健一郎
(ガーデン)
0 鈴川 慶人 ・横山 大幹
(千葉大学ｴｸﾚｰﾙDN・日本大学)
0 米山 聡 ・横野 俊
(市原市・袖ケ浦市)
0 成嶋 滉平 ・石橋 和紀
(市立千葉高校)
1 狩野 晃一 ・菊川 祥希
(千葉大学B.A.S.S.)
0 堀 鼓太郎 ・石塚 元希
(千葉商業高校)
0 井川 祐人 ・中村 文哉
(稲毛区・習志野市)

第２４回千葉市オープン男子ダブルス２部
試合番号 勝者名

4
回
戦

準
々
決
勝

準
決
勝
決
勝

M2
59
M2
60
M2
61
M2
62
M2
63
M2
64
M2
65
M2
66
M2
67
M2
68
M2
69
M2
70
M2
71
M2
72
M2
73
M2
74
M2
75
M2
76
M2
77
M2
78
M2
79
M2
80
M2
81

藤井 隆太 ・細田 勝久
(中央区･横浜市)
河村 一総 ・斎藤 亘平
(くりぼうず・ガーデン)
飯野 貴明 ・森 栄揮
(中央区・文京区)
青鹿 史弥 ・根本 倖希
(千葉敬愛高校)
小林 卓也 ・益田 匡
(浦安市・船橋市)
栗山 広夢 ・宗 優典
(明治学院大学)
矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)
石垣 要 ・柳瀬 大地
(千葉大学B.A.S.S.)
黒澤 航弥 ・石崎 幸大
(横浜市・川崎市)
須藤 光 ・竹下 大貴
(松戸市・美浜区)
福田 翔惟 ・細谷 勇太
(千葉敬愛高校)
浅野 龍太 ・鈴木 麗音
(日本大学・中央大学)
河村 一総 ・斎藤 亘平
(くりぼうず・ガーデン)
青鹿 史弥 ・根本 倖希
(千葉敬愛高校)
栗山 広夢 ・宗 優典
(明治学院大学)
矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)
黒澤 航弥 ・石崎 幸大
(横浜市・川崎市)
福田 翔惟 ・細谷 勇太
(千葉敬愛高校)
河村 一総 ・斎藤 亘平
(くりぼうず・ガーデン)
矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)
福田 翔惟 ・細谷 勇太
(千葉敬愛高校)
矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)
福田 翔惟 ・細谷 勇太
(千葉敬愛高校)

2018/11/25

スコア
2 21-14, 21-16
2 16-21, 21-10, 21-13
2 21-13, 21-8
2 21-17, 21-16
2 21-16, 21-14
2 21-12, 21-19
2 21-15, 21-10
2 21-19, 21-13
2 21-19, 21-15
2 21-17, 16-21, 23-21
2 21-11, 21-15
2 19-21, 21-9, 21-15
2 15-21, 22-20, 22-20
2 23-21, 21-13
2 21-11, 21-11
2 21-14, 21-14
2 21-13, 21-18
2 21-11, 21-9
2 21-18, 21-11
2 21-18, 21-15
2 21-8, 21-13
不戦勝
2 21-13, 21-15

3/3

敗者名
0 大岩 壮史 ・小林 瑞希
(中央区・若葉区)
1 山田 康生 ・太田 峻輔
(市立千葉高校)
0 渡邉 弘亮 ・林 毅隼
(県立千葉高校)
0 細谷 健登 ・櫛田 将貴
(千葉大学B.A.S.S.)
0 橋本 柊吾 ・齋木 公平
(県立千葉高校)
0 今関 太一 ・庭田 真修
(千葉大学B.A.S.S.)
0 福留 裕哉 ・村上 啓太
(横浜市)
0 二木 優哉 ・東海林 拓弥
(船橋市・川口市)
0 陳 勁豪 ・本田 拓斗
(松戸市)
1 俵 拓朗 ・阿部 吉
(千葉大学B.A.S.S.)
0 渡辺 大志 ・安達 成章
(くりぼうず・Fairy)
1 山我 優樹 ・東野 光良
(横浜市)
1 藤井 隆太 ・細田 勝久
(中央区･横浜市)
0 飯野 貴明 ・森 栄揮
(中央区・文京区)
0 小林 卓也 ・益田 匡
(浦安市・船橋市)
0 石垣 要 ・柳瀬 大地
(千葉大学B.A.S.S.)
0 須藤 光 ・竹下 大貴
(松戸市・美浜区)
0 浅野 龍太 ・鈴木 麗音
(日本大学・中央大学)
0 青鹿 史弥 ・根本 倖希
(千葉敬愛高校)
0 栗山 広夢 ・宗 優典
(明治学院大学)
0 黒澤 航弥 ・石崎 幸大
(横浜市・川崎市)
キ 河村 一総 ・斎藤 亘平
(くりぼうず・ガーデン)
0 矢下 正貴 ・三浦 豪典
(千葉大学)

