男子ダブルス
1R

2R

SF

F

1 近藤滉大(中京大学）
宇仁菅篤(中京大学）
D1
2 山口舜介 (朝日大学)
平野敦也 (朝日大学)
B1
3 坂井攻希 (岐阜大学)
櫻井武斗 (岐阜大学)

G1

4 鷲巣星哉 (名城大学)
加藤和 (名城大学)
D2
5 塚本勇輝 (東海学園大学)
畔岡峻也 (東海学園大学)
J1

Q1

6 川端康暉 (名古屋大学)
上野弘陽 (名古屋大学)
D3
7 土井桃成 (静岡大学)
武田隼輔 (静岡大学)
G2
8 板倉広樹 (愛知教育大学)
橋本正太郎 (愛知教育大学)
D4
9 倉嶋文哉 (日本福祉大学)
深津瞬 (日本福祉大学)
10 真栄田珠(名古屋経済大学）
木口屋飛翔 (名古屋経済大学）
D5
11 河合綾斗 (愛知教育大学)
末崎貴大 (愛知教育大学)
B2
12 伊藤貴之 (日本福祉大学)
宮下隼光 (日本福祉大学)

G3

13 渡邊僚之 (東海学園大学)
戸塚大成 (東海学園大学)
D6
14 上村遼介 (静岡大学)
林大輔 (静岡大学)
J2
15 比嘉真吾 (朝日大学)
鶴見卓也 (朝日大学)
D7
16 中村太洋 (名城大学)
日下部嘉亮 (名城大学)
G4
17 柏木陽太朗 (名古屋大学)
出川翔大 (名古屋大学)
D8
18 岩間治樹 (愛知大学）
山口智哉 (愛知大学）

Q2

19 宮崎東洋 (東海学園大学）
秋田陸登 (東海学園大学）
D9
20 山下由希也 (名古屋学院大学)
西垣友真 (名古屋学院大学)
B3
21 野口航平 (三重大学)
寺田颯斗 (三重大学)

G5

22 宮島陸 (朝日大学)
三本悠太 (朝日大学)
D10
23 上野大貴 (東海学院大学)
香田悠真 (東海学院大学)
J3

Q3

24 八木拓海 (中部大学)
脇田裕士 (名古屋経済大学)
D11
25 小野寺和紀 (静岡大学)
窪井健斗 (静岡大学)
G6
26 伊藤龍夏 (愛知学院大学)
東田健太郎 (愛知学院大学)
D12
27 田中柊翔 (南山大学）
水野拓海 (南山大学）
28 中村涼輔 (愛知学院大学）
中川友 (愛知学院大学）
B4
29 金森雄三 (三重大学)
神谷康太 (三重大学)
G7
30 加藤

大貴 (東海学院大学)

宮田 侑京 (東海学院大学)
B5
31 新宅春也 (愛知教育大学)
後藤英太 (愛知教育大学)
32 松崎麟太郎 (静岡大学)

J4

中村伊吹 (静岡大学)
B6
33 小林純也 (愛知大学)
前刀奏斗 (愛知大学)
G8
34 古瀬大輝 (名古屋学院大学)
櫻井翔太 (名古屋学院大学)
B7
35 竹原由真 (東海学園大学）
清原啓介 (東海学園大学）

Q4

36 鈴木利門 (名城大学）
水越健太 (名城大学）
B8
37 箕輪将也 (静岡大学)
澤直樹 (静岡大学)
G9
38 前田
宮崎

隆貴 (名古屋工業大学)
理人 (名古屋工業大学)
B9

39 小寺晃巨 (名古屋商科大学)
松井慧太 (名古屋商科大学)
40 伊藤大生 (名古屋大学)

J5

Q5

可児和寿 (名古屋大学)
B10
41 不破聖護 (朝日大学)
中村茅斗 (朝日大学)
G10
42 加藤正都 (中部大学)
堀尾翔 (中部大学)
B11
43 松野右京 (東海学園大学）
酒井宏輔 (東海学園大学）
44 川端将暉 (名古屋経済大学）
浦本大将 (名古屋経済大学）
B12
45 野原優希 (日本福祉大学)
森彪賀 (名古屋学院大学)
G11
46 深田嗣翼馬 (朝日大学)
澤田功太郎 (朝日大学)
B13
47 米谷綾 (静岡大学)
木下大輔 (静岡大学)
48 渡辺匠 (愛知学院大学)

J6

萩原聡太 (愛知学院大学)
B14
49 森友和 (東海学園大学)
林明利 (東海学園大学)
G12
50 高橋翔太郎 (愛知淑徳大学)
渡辺圭 (愛知淑徳大学)
B15
51 佐々木秀崇 (名古屋市立大学）
中村響 (名古屋市立大学）

Q6

52 武田益輝 (東海学園大学）
大桐士侑 (東海学園大学）
B16
53 徳山洸葉 (朝日大学)
辻村柚樹 (朝日大学)
G13
54 長谷川凛 (中京大学)
亀山貴史 (中京大学)
B17
55 伊藤丈聖 (皇學館大学)
増山大輔 (皇學館大学)
56 東山雅幸 (四日市大学)

J7

Q7

牧野 瑠波 (南山大学)
B18
57 鈴木礼矢 (名古屋経済大学)
溝口聖弥 (名古屋経済大学)
G14
58 鎌田拓 (静岡大学)
竹舎大智 (静岡大学)
B19
59 山本裕太郎 (名城大学）
三村悠登 (愛知淑徳大学）
60 坂本諒太朗 (名古屋大学）
冷水健人 (名古屋大学）
B20
61 小川
水野

翔太 (名古屋工業大学)
航輔 (名古屋工業大学)
G15

62 秋山太洋 (愛知淑徳大学)
伊佐治龍馬 (愛知淑徳大学)
B21
63 立山哲瑳 (静岡大学)
井口拓也 (静岡大学)
64 森隆哉 (皇學館大学)

J8

伊藤雄星 (皇學館大学)
B22
65 岩田直樹 (東海学園大学)
澤田昇辰 (東海学園大学)
G16
66 高橋天 (岐阜大学)
伊藤雄飛 (岐阜大学)
B23
67 南部佑輔 (日本福祉大学）
中尾隼也 (日本福祉大学）

Q8

68 村木昇太 (愛知学院大学）
田口友雅 (愛知学院大学）
B24
69 岩村将貴 (朝日大学)
中家暖人 (朝日大学)
G17
70 浅田真樹(名古屋経済大学）
松山亮太(名古屋経済大学）
B25
71 粉川聖司 (名古屋大学)
藤田淳之介 (名古屋大学)
72 河本翔瑛 (静岡大学)

J9

Q9

夏目和季 (静岡大学)
B26
73 加藤翼 (中京大学)
中込颯馬 (中京大学)
G18
74 二宮大柾 (東海学園大学)
平野幹二 (東海学園大学)
B27
75 杉山寛和 (日本福祉大学)
近藤楓真 (日本福祉大学)
76 亀山賢介 (中京大学）
松沢渓 (中京大学）
B28
77 橋本大輔 (南山大学)
森

大河 (南山大学)
G19

78 加藤 蒼基 (四日市大学)
渡邉晴友 (四日市大学)
B29
79 伊藤厚陽 (愛知学院大学)
大矢祥生 (愛知学院大学)
80 杉本涼 (東海学園大学)

J10

西牟田響 (東海学園大学)
B30
81 石貫遥野 (日本福祉大学)
熊谷柊人 (日本福祉大学)
G20
82 村井創 (名城大学)
酒井一匡 (名城大学)
B31
83 得地健太 (朝日大学）
松永泰導 (朝日大学）

Q10

84 川田俊太朗 (東海学園大学）
藤井一那 (東海学園大学）
B32
85 佐野領紀 (愛知淑徳大学)
須山撤道 (朝日大学)
G21
86 美濃一秀 (静岡大学)
中村俊輔 (静岡大学)
B33
87 佐藤洸太 (愛知学院大学)
伊藤悠成 (愛知学院大学)
88 西出爽 (中京大学)

J11

Q11

内山照英 (中京大学)
B34
89 田口佳典 (岐阜大学)
近藤健太 (岐阜大学)
G22
90 内藤豪紀 (愛知教育大学)
野尻航平 (愛知教育大学)
B35
91 牛野出海 (南山大学）
西川旺志 (南山大学）
92 渡辺勇志郎 (四日市大学）
谷川大雅 (四日市大学）
B36
93 鈴木善貴 (愛知大学)
犬飼遼太 (愛知大学)
G23
94 川端浩揮 (静岡大学)
川崎夏弥 (静岡大学)
B37
95 木津谷涼 (朝日大学)
岸本貴陽 (朝日大学)
96 阪口
渡辺

航太 (名古屋工業大学)

J12

駿太 (名古屋工業大学)
B38

97 今田亜津希 (名古屋商科大学)
久野陽平 (名古屋商科大学)
G24
98 吉田

一翔 (南山大学)

近藤 晃弘 (南山大学)
B39
99 力丸暉 (東海学園大学）
市村直己 (東海学園大学）

Q12

100 河合遥己 (日本福祉大学）
佐藤瑠美 (愛知大学）
B40
101 原光良 (四日市大学)
櫻井太智 (四日市大学)
G25
102 新屋文秀 (朝日大学)
服部永遠 (朝日大学)
B41
103 伊藤彬 (名古屋大学)
森山拓海 (名古屋大学)
104 南結斗 (中部大学)

J13

Q13

大村帝世 (中部大学)
B42
105 横井蓮人 (名古屋商科大学)
村田和哉 (名古屋商科大学)
G26
106 横田勇希 (静岡大学)
田村啓 (静岡大学)
B43
107 伊藤晃敏 (愛知学院大学）
伊藤雄太 (愛知工業大学）
108 矢田蓮太郎 (四日市大学）
阿部康人 (四日市大学）
D13
109 中村亮斗 (皇學館大学)
森博哉 (皇學館大学)
G27
110 犬飼
小池

海洋 (名古屋工業大学)
貴也 (名古屋工業大学)
D14

111 塩川和生 (名古屋経済大学)
太田侑希 (名古屋経済大学)
112 片山響 (中京大学)

J14

染矢裕大 (中京大学)
D15
113 石原守 (名城大学)
伏屋朱笙 (名古屋商科大学)
G28
114 石崎悠貴 (日本福祉大学)
吉沢広夢 (日本福祉大学)
D16
115 野澤僚真 (静岡大学）
橋本格 (静岡大学）

Q14

116 村上典 (南山大学）
安田盟将 (南山大学）
D17
117 内田壮一郎 (中部大学)
田中冬威 (中部大学)
G29
118 中西由飛 (名古屋経済大学)
内山雄介 (名古屋経済大学)
D18
119 大滝泰樹 (岐阜聖徳学園大学)
安藤典真 (岐阜聖徳学園大学)
120 中村光之介 (中京大学)

J15

Q15

吉田隆人 (中京大学)
D19
121 松岳
横地

航世 (名古屋工業大学)
康太 (名古屋工業大学)
G30

122 深谷洸太朗(静岡大学）
山本新(静岡大学）
D20
123 高木健太郎 (名古屋大学）
佐々木遼介 (名古屋大学）
124 深津斗那 (中京大学）
上瀧翔瑛 (中京大学）
D21
125 小林誠 (岐阜大学)
阿部高大 (岐阜大学)
G31
126 池田渉 (東海学園大学)
戸田航大 (東海学園大学)
D22
127 神谷晴貴 (中部大学)
水野光晴 (中部大学)
128 八神祐一郎 (名古屋大学)

J16

山田拓己 (名古屋大学)
D23
129 中田智久 (名城大学)
若山稔記 (名城大学)
G32
130 上野慎弥 (静岡大学)
中山公平 (静岡大学)
D24
131 加藤大新 (愛知学院大学)
須原悠太 (愛知学院大学)

Q16

