
B級ダブルス シード無

男子ダブルス
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 
サタモニ 井上和行 小野晃広 勝者 

1 サタモニ 曽根康彦 井上和行 得田大地 小野晃広

  曽根康彦 由田和宏 得田大地

2  Bye 1  井上和行 辻川哲也 64
エイムTC 篠田　慧  曽根康彦

3 エイムTC 表　　智也 篠田　慧 63
  表 　 智也  

4  Bye 32  井上和行

   曽根康彦

5  Bye 17 大川和宏 60
フリー 大川和宏 梶野正倫  

6 フリー 梶野正倫  北元　誠

   小浦勇人

7  Bye 15 北元　誠 61
兼六TC 北元　誠 小浦勇人  

8 兼六TC 小浦勇人  井上和行

金沢市 深谷京平  曽根康彦

9 金沢市 足立浩司 深谷京平 60
  足立浩司  

10  Bye 9  深谷京平

千代野ＴＣ 上田隆之  足立浩司

11 ウエストヒルズＴＣ 早瀬秀男 上田隆之 62
  早瀬秀男  

12  Bye 24  小林武政

   瀧口浩平

13  Bye 25 小林武政 63
ハートフォルト 小林武政 瀧口浩平  

14 ハートフォルト 瀧口浩平  小林武政

   瀧口浩平

15  Bye 7 角  正樹 76(2)
ＹＳＴＣ 角  正樹 谷口貴志  

16 ＹＳＴＣ 谷口貴志  小野晃広

辰巳丘高校 小野晃広  得田大地

17 笠間TC 得田大地 小野晃広 75
  得田大地  

18  Bye 3  小野晃広

インパルスTC 和久雅信  得田大地

19 インパルスTC 舘　圭一 和久雅信 64
  舘　圭一  

20  Bye 29  小野晃広

   得田大地

21  Bye 20 北山  　葵 62
小松明峰高校 北山 　 葵 宮岸竜也  

22 小松明峰高校 宮岸竜也  田中功一

ティエード 田中功一  酢野耕造

23 ティエード 酢野耕造 田中功一 63
T-collective 出村正宏 酢野耕造  

24 ユノキTC 清川祐太 61 小野晃広

小松工業高校 新家嵩之  得田大地

25 小松工業高校 谷口　樹 新家嵩之 61
  谷口　樹  

26  Bye 11  今井祐輔

小松市TA 今井祐輔  堀田裕樹

27 小松市TA 堀田裕樹 今井祐輔 63
  堀田裕樹  

28  Bye 21  瀧本英之

   織田恵績

29  Bye 28 米田　実 76(2)
チームＦ 米田　実 須藤直之  

30 マイウェイ 須藤直之  瀧本英之

   織田恵績

31  Bye 5 瀧本英之 64
ティエード 瀧本英之 織田恵績  

32 アプローズ 織田恵績  



能美クラブ 沢田　茂  
33 能美クラブ 酒井信治 沢田　茂

  酒井信治

34  Bye 6  沢田　茂

ユノキTC 山崎　聡  酒井信治

35 辰口中 重吉十唯 山崎　聡 62
  重吉十唯  

36  Bye 27  樽部政一

   篠島　剛

37  Bye 22 樽部政一 75
オニギリキング 樽部政一 篠島　剛  

38 オニギリキング 篠島　剛  樽部政一

   篠島　剛

39  Bye 12 堤 　　　英 75
マイウェイTC 堤 　　　英 七浦悟志  

40 マイウェイTC 七浦悟志  萬正晋司

オニギリキング 串山陽造  金森遊学

41 オニギリキング 吉本卓矢 串山陽造 62
  吉本卓矢  

42  Bye 14  萬正晋司

サンアリーナ 萬正晋司  金森遊学

43 ティエード 金森遊学 萬正晋司 64
  金森遊学  

44  Bye 19  萬正晋司

   金森遊学

45  Bye 30 中田楓雅 75
小松工業高校 中田楓雅 川口竣奨  

46 小松工業高校 川口竣奨  三浦洋史

   高川稔充

47  Bye 4 三浦洋史 62
TYPEⅡ 三浦洋史 高川稔充  

48 TYPEⅡ 高川稔充  由田和宏

兼六TC 岩本恵一  辻川哲也

49 サタモニ 松本大樹 岩本恵一 64
  松本大樹  

50  Bye 8  岩本恵一

辰巳丘高校 坂口海斗  松本大樹

51 辰巳丘高校 相馬　粋 坂口海斗 60
  相馬　粋  

52  Bye 26  由田和宏

BLUE RARE 濱中光雄  辻川哲也

53 BLUE RARE 瀬戸美智男 由田和宏 62
能美市テニス協会 由田和宏 辻川哲也  

54 能美市テニス協会 辻川哲也 64 由田和宏

   辻川哲也

55  Bye 10 丸山裕司 62
小松村田製作所 丸山裕司 成實正浩  

56 小松村田製作所 成實正浩  由田和宏

サタモニ 北本貴樹  辻川哲也

57 S-TC 奥　浩章 北本貴樹 75
  奥　浩章  

58  Bye 16  大和克也

ニシナガTC 大和克也  高道　 昭
59 セントラルTC 高道 昭 大和克也 60

  高道　 昭  
60  Bye 18  大和克也

   高道　 昭
61  Bye 31 済田耕祐 63

KTC 済田耕祐 熊田尚人  
62 KTC 熊田尚人  山内満弘

   水上英貴

63  Bye 2 山内満弘 64
鶴来クラブ 山内満弘 水上英貴  

64 鶴来クラブ 水上英貴  
   


