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２００６年結城オープンダブルス大会 結果 ６月４日実施

男子

本戦トーナメント

1. 森　敦紀 （越谷エンゼル歯科） 20. 岸　卓也 （ＧＯＬＤ　ＵＫ）
工藤　峻 （越谷エンゼル歯科） 8-3 8-5 牛久英樹 （ＧＯＬＤ　ＵＫ）

2. 小貫　篤史 （常磐大学） 21. 松田　泰博 (結城ＴＣ）
白石　健太 （常磐大学） 桜田　政信 (結城ＴＣ）

3.
石島　将大 （鬼怒商テニス部） W.O 8-1 8-1 8-4

22.
志方　幸道 （Ｔｅａｍ　Edge)

柏木　あつ （鬼怒商テニス部） 雨谷　剛 （Ｔｅａｍ　Edge)

4. 中村　寛 （アラスカ） 23. 小竹　貴繁 （八千代ﾃﾆｽ連盟）
深谷　和美 （アラスカ） 秋葉　和彦 （八千代ﾃﾆｽ連盟）

5. 野瀬　勝也 （スウィングTC) 8-5 8-6 24. 古島　直道 (結城ＴＣ）
竹中　亮 （スウィングTC) 8-4 8-3 増山　貴大 （鬼怒商テニス部）

6. 永井　準也 （鬼怒商テニス部） 25. 雑賀　勇 （パサニア）
柏木　均之 （鬼怒商テニス部） 8-1 8-3 亀尾　文紀 （北竜台）

7. 赤羽根良浩 （フリー） 26. 宮田　輝夫 (結城ＴＣ）
大賀　隆雄 （フリー） 五十畑三茂 (結城ＴＣ）

8. 中野　涼介 （常磐大学） 8-5 27. 堤　英和 （八千代ﾃﾆｽ連盟）
大津　智洋 （常磐大学） 8-1 9-8（3） 村田　和章 （八千代ﾃﾆｽ連盟）

9. 秋山　博之 （チャージTC） 8-3
28. 木村　博昭 （フリー）

由里　泰志 （チャージTC） 上野　健太 （フリー）

10. 早園　央 （ソイヤー特殊部隊） 8-1 8-2 8-3 29. 国府田　透 （MAP)
横田　裕也 （常磐大学） 8-5 国府田　哲 （MAP)

11. 稲葉　和博 （鬼怒商テニス部） 30. 矢口　賢二 （フリー）
広沢　覚洋 （鬼怒商テニス部） 8-2 8-2 本多　尊彦 （フリー）

12. 平田選太郎 （チャージTC） W.O 8-1
31. 吉田　達生 (結城ＴＣ）

森田　倫広 （チャージTC） 8-4 鈴木　卓也 (結城ＴＣ）

13. 北城　勝栄 (結城ＴＣ） 32. 高野　勇 (結城ＴＣ）
山中　一彦 (結城ＴＣ） 赤荻　宏幸 (結城ＴＣ）

14. 星野　陽彦 （NJTC) 8-2 8-1 33. 中島　清志 （TTC)
小林　進 （NJTC) 下田　孝二 （TTC)

15. 川井　健太 （常磐大学） 8-4 8-5 34. 中里　祐介 （常磐大学）
堤　紀和 （ｸｰﾙダウン） 8-4 8-3 大澤　安雄 （常磐大学）

16.
高野　靖則 (結城ＴＣ）

35.
新井　誠 (結城ＴＣ）

木村　哲 (結城ＴＣ） 照井　芳夫 （フリー）

17. 添野　英明 (結城ＴＣ） 36. 小塚　大輔 （小松ＴＣ）
海賀　忠行 (結城ＴＣ） 8-0 8-2 8-3 8-2 飯島　正 (結城ＴＣ）

18. 佐原　英治 （フリー） 37. 日毛　利之 （アラスカ）
大門　秀行 （フリー） 稲石　英志 （アラスカ）

19.
斉藤　靖英 （松代倶楽部) 8-1 8-1

38.
津浦　隆之 （ランチBOX)

藤原　稔久 （松代倶楽部) 君島　広樹 （サンテニス）

敗者戦トーナメント
国府田　透 （MAP)
国府田　哲 （MAP) 7-5

佐原　英治 （フリー） 吉田　達生 (結城ＴＣ）
大門　秀行 （フリー） 6-1 鈴木　卓也 (結城ＴＣ）
小塚　大輔 （小松ＴＣ） 6-2 6-4 新井　誠 (結城ＴＣ）
飯島　正 (結城ＴＣ） 6-1 照井　芳夫 （フリー）
志方　幸道 （Ｔｅａｍ　Edge) 中野　涼介 （常磐大学）
雨谷　剛 （Ｔｅａｍ　Edge) 大津　智洋 （常磐大学）
堤　英和 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 6-1 6-3 古島　直道 (結城ＴＣ）
村田　和章 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 6-3 6-2 増山　貴大 （鬼怒商テニス部）
野瀬　勝也 （スウィングTC) 高野　靖則 (結城ＴＣ）
竹中　亮 （スウィングTC) 7-5 6-3 木村　哲 (結城ＴＣ）
岸　卓也 （ＧＯＬＤ　ＵＫ） 6-3 平田選太郎 （チャージTC）
牛久英樹 （ＧＯＬＤ　ＵＫ） 森田　倫広 （チャージTC）
永井　準也 （鬼怒商テニス部） 6-3 6-4 宮田　輝夫 (結城ＴＣ）
大熊　啓吾 （鬼怒商テニス部） 五十畑三茂 (結城ＴＣ）
高野　勇 (結城ＴＣ） 6-3 6-1 小貫　篤史 （常磐大学）
赤荻　宏幸 (結城ＴＣ） 白石　健太 （常磐大学）
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