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２００８年年結城オープンダブルス大会 結果
男子 Ｈ２０．６．１実施

本戦トーナメント

1.
福田　隆一 （ＦＴＳ）

22.
樫村　一人 （真壁テニスクラブ）

小川　誠 （ＦＴＳ） 8-3 8-5 大木　啓治 （真壁テニスクラブ）

2.
深谷　和美 （アラスカ）

23.
田中　雅士 （ガルイネＴＴ）

荒木　雅行 （アラスカ） 奥貫　伸亮 （ガルイネＴＴ）

3.
鈴木　秀和 （ｷｬﾉﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 8-2 8-1 8-4

24.
中村　寛 （アラスカ）

田熊　雅夫 （ｷｬﾉﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） 8-3 中村　喜昭 （アラスカ）

4.
関根　好克 （ＡＢＣ）

25.
蔭山　智之 （アラスカ）

荒川　隆行 （ＡＢＣ） 8-2 鈴木　弦樹 （アラスカ）

5.
北野　光夫 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 9-7

26.
六谷　幸三 (結城ＴＣ）

小竹　貴繁 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 8-2 平野　一彦 (結城ＴＣ）

6.
赤羽根良浩 （フリー） 8-5 8-4

27.
塚原　新 （ＪＡＣ）

熊倉　哲夫 （フリー） 8-3 横山　悟 （ＪＡＣ）

7.
堤　英和 （八千代ﾃﾆｽ連盟）

28.
加藤　幸一 （スウィングTC）

村田　和章 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 8-6 中村　賢二 （サンスポーツ）

8.
木村　賢一 （ルネサンス水戸） 8-1

29.
雑賀　勇 （パサニアＴＣ）

堤　紀和 （ルネサンス水戸） 亀尾　文 （北竜台ＴＣ）

9.
矢口　賢二 （SH/ｍ＆ｍ） 8-5

30.
鈴木　優太 (茨城大学）

松崎　新 （赤城ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰｉｎ日立） 9-7 8-1 8-5 荒木　達郎 (茨城大学）

10.
直井　武雄 （真壁テニスクラブ）

31.
高橋　拓 （オランダ）

堀内　義行 （真壁テニスクラブ） 行成　大樹 （オランダ）

11.
忠鉢　晶 （ｍ＆ｍつくば） 8-3

8-4 8-6
8-4

32.
津浦　隆之 （フィナリスタ)

本名　将之 （ｍ＆ｍつくば） 倉田　雅也 （フィナリスタ)

12.
北城　勝栄 (結城ＴＣ）

33.
玉田　寛樹 （ルネサンス水戸）

山中　一彦 (結城ＴＣ） 8-6
9-7

8-2 早園　央 （ルネサンス水戸）

13.
山田　武夫 （ｃｌｕｂ　shadow）

34.
竹藤　亮介 (茨城大学）

澤辺　雄一 （アラスカ） 安達　則之 (茨城大学）

14.
新井　誠 (結城ＴＣ） 8-0 8-1 9-8（1）

35.
大島　基嗣 （みかも山ＴＣ）

中田　徹 （フリー） 8-5 広瀬　巌 （みかも山ＴＣ）

15.
高野　勇 (結城ＴＣ）

36.
本田　善守 （ＪＷＬ　ＴＣ）

赤荻　宏幸 (結城ＴＣ） 8-6 真瀬　伸明 （ＪＷＬ　ＴＣ）

16.
岸　卓也 （ＧＯＬＤ　ＵＫ） 8-2

37.
石川　裕一 （ＧＯＬＤ　ＵＫ）

熊倉　都雄 （ＧＯＬＤ　ＵＫ） 若林　章弘 （ＧＯＬＤ　ＵＫ）

17.
吉田　翼 （守谷ＴＣ） 8-2 8-1

38.
増渕　実 （真壁テニスクラブ）

橋本　一樹 （守谷ＴＣ） 8-5 8-5 五十嵐貴裕 （真壁テニスクラブ）

18.
平井　覚 （ガルイネＴＴ）

39.
杉橋　三広 （てに馬鹿）

小堀　達也 （ガルイネＴＴ） 8-3 彦坂　毅 （てに馬鹿）

19.
松田　泰博 （結城ＴＣ）

40.
木村　博昭 （浦和大学）

細野　泰永 （エンデバー） 8-1 8-4 吉田　亮介 （浦和大学）

20.
羽鳥　明彦 （ウィングス）

41.
宮田　輝夫 (結城ＴＣ）

小曽根治夫 （ウィングス） 8-1 8-3 雨貝　泰三 (結城ＴＣ）

21.
山口　武志（ＪＡＣ） 8-0

42.
内藤　達也 （ウィングス）

渡辺　匡 （ＪＡＣ） 新島　利夫 （ウィングス）
8-0

43.
佐々木勝彦 （JAC)
篠原　隆慶 （ｷｬﾉﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

敗者戦トーナメント

大島　基嗣 （みかも山ＴＣ） 塚原　新 （ＪＡＣ）

広瀬　巌 （みかも山ＴＣ） 6-3 6-3 横山　悟 （ＪＡＣ）

深谷　和美 （アラスカ） 高野　勇 (結城ＴＣ）

荒木　雅行 （アラスカ） 杉村　泰輔 (結城ＴＣ）

新井　誠 (結城ＴＣ） 6-3 6-0 Ｗ.Ｏ. 6-4 北野　光夫 （八千代ﾃﾆｽ連盟）

中田　徹 （フリー） 小竹　貴繁 （八千代ﾃﾆｽ連盟）

堤　英和 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 赤羽根良浩 （フリー）

村田　和章 （八千代ﾃﾆｽ連盟） 熊倉　哲夫 （フリー）

羽鳥　明彦 （ウィングス） 6-2 6-2 内藤　達也 （ウィングス）

小曽根治夫 （ウィングス）
7-5 6-3

新島　利夫 （ウィングス）

六谷　幸三 (結城ＴＣ） 本田　善守 （ＪＷＬ　ＴＣ）

平野　一彦 (結城ＴＣ） 6-0 6-3 真瀬　伸明 （ＪＷＬ　ＴＣ）

直井　武雄 （真壁テニスクラブ） 6-2 中村　寛 （アラスカ）

堀内　義行 （真壁テニスクラブ） 中村　喜昭 （アラスカ）

平井　覚 （ガルイネＴＴ） 6-0 6-2 木村　博昭 （浦和大学）

小堀　達也 （ガルイネＴＴ） 吉田　亮介 （浦和大学）

高橋　拓 （オランダ） 6-2 6-3 北城　勝栄 (結城ＴＣ）

行成　大樹 （オランダ） 山中　一彦 (結城ＴＣ）
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