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番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R ２R ３R QF SF F

関野将司 P.J.D 真岡
照井隆晃 鹿沼市役所 鹿沼 関野・照井 浦部　俊之 WINNER
志賀路朗 サルトビ 宇都宮 8-1 藤原　弥
高松寛行 サルトビ 宇都宮 関野・照井 福田 諒平 6-4
吉川典男 ウィンディ 宇都宮 8-3 河内 良容 7-6(2)
篠原邦嘉 REDO WOOD 小山市 吉川・篠原

岡田遥平 レモンティー 小山市 8-1
荒井哲也 レモンティー 小山市 関野・照井

両角 賢一郎 HONDA T.C 宇都宮 8-6
西村 拓也 RedWood 小山市 両角・西村

江連　雅晴 県庁テニスクラブ 宇都宮 8-3
金子　隆行 県庁テニスクラブ 宇都宮 両角・西村

永島圭祐 BEST 栃木市 8-6
小倉広之 ダブルベーグル 小山市 渡邊・梅津

渡邊　隆典 RIZU 宇都宮 8-2
梅津　京 CTC 大田原市 関野・照井

鈴木　渉 ITC 矢板市 8-4
升田　貴之 ITC 矢板市 落合・川瀬

落合惇 NAO 宇都宮 9-8（4）
川瀬勇輝 NAO 宇都宮 落合・川瀬

戸松　博 ＳＢＴＣ 宇都宮 8-2
岡本　隆志 ＳＢＴＣ 宇都宮 戸松・岡本

大内敏 カフェオレ 宇都宮 8-1
舟橋明生 カフェオレ 宇都宮 落合・川瀬

斎藤　優斗 To-Be 宇都宮 8-6
佐藤　巧 To-Be 宇都宮 小林・矢田部

小林  透 ウィンディ 宇都宮 8-5
矢田部暁良志 ウィンディ 宇都宮 小林・矢田部

石川晋一郎 NAO 宇都宮 8-6
塩野目弘人 HTC 真岡 管野・平野

管野尋文 Next. 宇都宮 8-3
平野晴大 Bloom 宇都宮 浦部俊之
加藤智之 Next 宇都宮 6-7(5) 藤原　弥
相馬将紀 ビッグツリー 宇都宮 加藤・相馬 7-5
石島英明 ダブルベーグル 小山市 8-3 6-3
鹿島龍 ダブルベーグル 小山市 加藤・相馬

松葉　直樹 足利ローンテニスクラブ 足利 8-2
金子 正二 足利ローンテニスクラブ 足利 松葉・金子

上澤　晃生 CTC 大田原市 9-7
多部田　丈予 CTC 大田原市 浦部・藤原

前田忍 ダブルベーグル 小山市 8-1
藤澤義仁 ダブルベーグル 小山市 山下・山戸

山下　隼 サルトビ 宇都宮 8-4
山戸大輔 サルトビ 宇都宮 浦部・藤原

浦部　俊之 チームU&T 足利 8-1
藤原　弥 チームU&T 足利 浦部・藤原

関口勇二 ＢＥＳＴ 栃木市 8-1
膝附宥太 ＢＥＳＴ 栃木市 浦部・藤原

奥山 直大 足利ローンテニスクラブ 足利 8-2
河内 良太 足利ローンテニスクラブ 足利 奥山・河内

北澤良 レモンティー 小山市 8-2
福永徳仁 レモンティー 小山市 奥山・河内

柳 敏幸 足利ローンテニスクラブ 足利 8-4
鈴木　展明 足利ローンテニスクラブ 足利 藤澤・齋藤

藤澤 柾輝 ＨＩＴ 宇都宮 8-1
齋藤 貴紀 ビッグツリー 宇都宮 小川・福田

長島成司 グラスホッパー 宇都宮 8-3
木村昌幸 グラスホッパー 宇都宮 長島・木村

篠崎克浩 ウィンディ 宇都宮 8-5
大島義宏 サンテニス 宇都宮 小川・福田

萩原　稔 ウィンディ 宇都宮 8-3
久保田昌也 ウィンディ 宇都宮 小川・福田

小川　誠 ＦＴＳ 宇都宮 8-3
福田　隆一 ＦＴＳ 宇都宮
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栃木県春季テニス選手権ダブルス　男子本戦

◆　一般男子ドローAブロック　（Men's　Doubles　MAIN　DRAW）　48ドロー
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番号 氏　　　名 クラブ名 協会名 シード等 １R ２R ３R QF SF F

藤倉　俊一 ラヴ・オール 足利
田島　基豪 アキレス 足利 藤倉・田島

石塚義成 YAZIES 佐野市 8-2
田島孝悟 佐野サンライズ 佐野市 浅香・渡辺

山口　明 Dobule Nine 宇都宮 9-7
根本　昌幸 Dobule Nine 宇都宮 浅香・渡辺

浅香確人 Next 宇都宮 8-2
渡辺啓太 Next 宇都宮 宮澤・松村

岩出 龍彦 SUBARU 宇都宮 9-8（6）
下村 卓也 SUBARU 宇都宮 岩出・下村

小泉修 NAO 宇都宮 8-4
石田裕也 NAO 宇都宮 宮澤・松村

浦部　貴史 チームU&T 足利 8-4
日比野　真 チームU&T 足利 宮澤・松村

宮澤　保志 足利ローンテニスクラブ 足利 8-5
松村 智也 足利ローンテニスクラブ 足利 藤倉・小島

高村 裕 Double Nine 宇都宮 8-6
服部 宏史 カフェオレ 宇都宮 高村・服部

阿久津 亮汰 SUBARU 宇都宮 8-4
矢口 聡 栃木銀行 宇都宮 藤倉・小島

高橋　人史 ＦＴＳ 宇都宮 8-4
坂本　光広 ＦＴＳ 宇都宮 藤倉・小島

藤倉　諒 VOX 下野市 8-6
小島　崚斗 BEST 栃木市 藤倉・小島

菊地　廉 足利ローンテニスクラブ 足利 8-0
近藤　敬介 ラヴオール 足利 菊地・近藤

関　宏隆 ローズTG 小山市 8-6
真中　昭広 dream 小山市 菊地・近藤

安生 克典 ＦＴＳ 宇都宮 9-7
神山　大地 ＦＴＳ 宇都宮 安生・神山

久保田 桂輔 足利ローンテニスクラブ 足利 9-8（5）
去田　巧 ラヴ・オール 足利 福田諒平
石川祥 足利ローン 足利 6-4 河内良容

加藤貴哉 鹿沼市役所 鹿沼 石川・加藤 7-5
三浦　達也 HTC 真岡 8-1
後藤　崇 HTC 真岡 石川・加藤

石井　真史 キヤノン 宇都宮 8-5
越智　大輔 キヤノン 宇都宮 日吉・天海

日吉智也 宇都宮大学 宇都宮 8-2
天海遥 宇都宮大学 宇都宮 石川・加藤

坂寄拓夢 DoubleNine 宇都宮 8-4
鈴木宏征 カフェ・オレ 宇都宮 坂寄・鈴木

吉原卓未 カフェ・オレ 宇都宮 8-4
金子聡 ダブルベーグル 小山市 坂寄・鈴木

町井浩美 ウィンディ 宇都宮 8-2
江上貴史 P.D.J 真岡 阿部・太田

阿部　喜亮 巌翠テニスクラブ 小山市 8-1
太田　真人 VOX 小山市 福田・河内

笠倉　一寿 dream 小山市 8-3
廣田　晴紀 dream 小山市 笠倉・廣田

薄井　啓輔 BEST 栃木市 8-2
北崎　賢 RED　WOOD 小山市 笠倉・廣田

植竹 徹 足利ローンテニスクラブ 足利 5-2（RET)

田村 憲一 足利ローンテニスクラブ 足利 手塚・岩渕

手塚 弘紀 ＨＩＴ 宇都宮 9-8（3）
岩渕 光生 ＨＩＴ 宇都宮 福田・河内

谷崎悠真 キマグー 小山市 8-4
渋谷一平 キマグー 小山市 谷崎・渋谷

角田知久 Next 宇都宮 8-2
佐藤彰洋 ユニティ 宇都宮 福田・河内

柴田宏道 ビッグツリー 宇都宮 8-2
増田栄二 ビッグツリー 宇都宮 福田・河内

福田 諒平 ＨＩＴ 宇都宮 8-0
河内 良容 River 足利
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