
男子ダブルス

名前 1st Round Quarter-finals Semi-finals Final

牧 篤矢

① 1 平木 佑典

佐藤 匠洋 牧/平木

2 那須 洸斗 80

及川 聖哉 牧/平木

3 矢仲 央 81

大野 史朋 大野/金谷

4 金谷 武 83

藤木祐一 牧/平木

③ 5 東園 高広 80

尾脇 真幸 藤木/東園

6 山田 啓史 82

田野岡 直人 田野岡/藤岡

7 藤岡 太一 98(5)

播 岳明 田野岡/藤岡

8 辻 義輝 80

清水 優真 牧/平木

9 坂田 康平 83

傳寳 宏師 清水/坂田

10 浜田 憲治 81

沼 悟志 清水/坂田

11 山口 恭弘 83

楠葉 竜馬 楠葉/山田

④ 12 山田 祐希 80

図斉 航 大塚/冨岡

13 名畑 陽 83

植木 良 植木/古賀

14 古賀 亮 84

尾原 諒 大塚/冨岡

15 德留 昂輝 81

大塚 浩介 大塚/冨岡

② 16 冨岡 博之 81



女子ダブルス

名前 1st Round Quarter-finals Semi-finals Final

牧 萌笑

① 1 熊木 美沙

Bye 牧/熊木

2 Bye

佐藤 由菜 牧/熊木

3 牧 ゆみ子 98(12)

亀井 智美 佐藤/牧

4 汐田 和 84

星野 久瑠実 星野/岡崎

④ 5 岡崎 宏美 85

藤崎 景子 星野/岡崎

6 吉野 恵 80

中川 涼 星野/岡崎

7 飯田 萌未 86

木村 由菜 中川/飯田

8 日高 悠理菜 98(3)

田中 愛子 星野/岡崎

9 廣澤 愛 86

中川 潮美 中川/入江

10 入江 真子 85

Bye 中川/入江

11 Bye 82

山下 萌絵 山下/星

③ 12 星 佳代子

松田 真由香 中川/入江

13 武本 恵美 86

常徳 洋世 常徳/早瀬

14 早瀬 舞 84

Bye 色摩/永重

15 Bye 86

色摩 直美 色摩/永重

② 16 永重 朋子



ミックスダブルス

名前 1st Round 2nd Round Quarter-finals Semi-finals
坂田 康平

① 1 山下 萌絵
Bye 坂田/山下

2 Bye
Bye 坂田/山下

3 Bye 81
植木 良 植木/熊木

4 熊木 美沙
清水 優真 清水/岡崎

5 岡崎 宏美 85
浜田 憲治 清水/岡崎

6 湯田 彩花 82
Bye 清水/岡崎

7 Bye 85
田野岡 直人 田野岡/常徳

⑦ 8 常徳 洋世
東園 高広 冨岡/入江

③ 9 星 佳代子 86
Bye 東園/星

10 Bye
Bye 冨岡/入江

11 Bye 83
冨岡 博之 冨岡/入江

12 入江 真子
宮本  隆太 冨岡/入江

13 色摩  直美 80
藤岡 太一 宮本/色摩

14 武本 恵美 85
Bye 牧/佐藤

15 Bye 83
牧 篤矢 牧/佐藤 Final

➄ 16 佐藤 由菜
大野 史朋

➅ 17 牧 萌笑 82
Bye 大野/牧

18 Bye
金谷 武 大野/牧

19 中川 潮美 83
播 岳明 金谷/中川

20 牧 ゆみ子 81
川上 涼太郎 藤木/飯田

21 中川 涼 85
辻 義輝 川上/中川

22 松田 真由香 84
Bye 藤木/飯田

23 Bye 97
藤木 祐一 藤木/飯田

④ 24 飯田 萌未
平木 佑典 平木/廣澤

⑧ 25 廣澤 愛 86
Bye 平木/廣澤

26 Bye
川原崎 浩介 平木/廣澤

27 迫田 愛海 83
沼 悟志 川原崎/迫田

28 佐々木 眞子 83
佐藤 匠洋 平木/廣澤

29 藤崎　景子 84
Bye 佐藤/藤崎

30 Bye
Bye 大塚/星野

31 Bye 83
大塚 浩介 大塚/星野

② 32 星野 久瑠実

平木/廣澤


